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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)
(2020年３月31日)

提出日
現在発行数(株)
(2020年６月25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 92,344,320 92,344,320
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数100株

計 92,344,320 92,344,320 ― ―
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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 4,400 (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（2020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（2020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．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します。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しま

す。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 ×分割（または併合）の比率

なお、新株予約権１個につき目的となる株式数は、当初発行時には100株でしたが、以下の株式分割等によ

り440株に調整されています。

　 ・2007年４月１日付の普通株式１株を２株とする株式分割

　 ・2015年３月１日付の普通株式１株につき0.1株を割当てる株式無償割当て

　 ・2020年１月１日付の普通株式１株を２株とする株式分割

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

(株)

発行済株式
総数残高
(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(注)１ △1,000,000 47,172,160 ― 7,205,864 ― 6,892,184

2019年12月６日(注)２ △1,000,000 46,172,160 ― 7,205,864 ― 6,892,184

2020年１月１日(注)３ 46,172,160 92,344,320 ― 7,205,864 ― 6,892,184

(注) １．自己株式の消却によるものであります。

２．自己株式の消却によるものであります。

３．株式の分割によるものであります。

(5) 【所有者別状況】

2020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) ― 37 33 112 184 15 19,063 19,444 ―

所有株式数
(単元)

― 229,706 6,473 99,947 215,319 77 368,866 920,388 305,520

所有株式数
の割合(％)

― 24.96 0.70 10.86 23.39 0.01 40.08 100.00 ―

(注) １．自己株式12,629,524株は「個人その他」に126,295単元、「単元未満株式の状況」に24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８単元及

び36株含まれております。
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(6) 【大株主の状況】

2020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 7,775 9.75

ＩＰＣ株式会社 大阪府大阪市西区京町堀１丁目10番12号201 5,762 7.22

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 4,459 5.59

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 4,028 5.05

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 2,800 3.51

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳ
Ｅ ＢＡＮＫ(常任代理人 株式
会社みずほ銀行)

25 ＢＡＮＫ ＳＴＲＥＥＴ， ＣＡＮＡＲＹ
ＷＨＡＲＦ， ＬＯＮＤＯＮ， Ｅ14 ５ＪＰ，
ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ (東京都港区

港南２丁目15-１ 品川インターシティＡ棟)

2,650 3.32

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)

2,574 3.23

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 2,361 2.96

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目13-１ 2,074 2.60

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)

2,044 2.56

計 ― 36,530 45.82

(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12,629千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。

３．2019年７月１日付で株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが提出した大量保有報告書の変更報告書

において、2019年６月24日現在で、株式会社三菱ＵＦＪ銀行ほか２社が、それぞれ以下のとおり株式を所有

している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認が出来ま

せんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当社は2020年１月１日付で普通株式１株につき

２株の割合で株式分割を実施しておりますが、以下の保有株券等の数は株式分割前の株式数を記載しており

ます。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内２丁目
７番１号

2,035 4.31

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目
４番５号

942 2.00

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
東京都千代田区有楽町１丁目
12番１号

136 0.29
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020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 12,629,500

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

794,093 ―
79,409,300

単元未満株式
普通株式

― ―
305,520

発行済株式総数 92,344,320 ― ―

総株主の議決権 ― 794,093 ―

(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800株(議決権８個)及び36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24株が含まれております。

② 【自己株式等】

2020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

12,629,500 ― 12,629,500 13.68

計 ― 12,629,500 ― 12,629,500 13.68
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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(2019年５月８日)での決議状況(注)
(取得期間：2019年５月９日～2019年６月21日)

1,200,000 3,000,000,000

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 967,900 2,999,823,300

残存決議株式の総数及び価額の総額 232,100 176,700

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 19.3 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(％) 19.3 0.0

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(2019年10月31日)での決議状況
(取得期間：2019年11月１日～2019年11月29日)

500,000 1,500,000,000

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 443,500 1,499,817,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 56,500 183,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 11.3 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(％) 11.3 0.0

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(2020年１月31日)での決議状況
(取得期間：2020年２月３日～2020年２月28日)

350,000 500,000,000

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 267,500 499,922,600

残存決議株式の総数及び価額の総額 82,500 77,400

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 23.6 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(％) 23.6 0.0

(注) 2019年５月31日の取締役会において、取得し得る株式数を800千株から1,200千株へ、取得金額の総額を2,000百

万円から3,000百万円へ、それぞれ変更することを決議しております。
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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 1,458 3,928,991

当期間における取得自己株式(注) 164 244,276

(注) 当期間における取得自己株式には、2020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 1,876,340,000 ― ―

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 56 108,170 74 101,232

保有自己株式数(注)２ 12,629,524 ― 12,629,614 ―

(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、2020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最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、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株当たり期末配当金として、2019年10月31日公表のとおり１株当たり32円とさせ

ていただきました。

なお、第２四半期末を基準日に、創立50周年記念配当金として１株当たり28円（2020年１月１日付の株式分割を

考慮すると１株当たり14円）の配当を実施しております。

次事業年度の配当につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響を現時点において合理的に算定

することが困難であるため、未定とさせていただきます。

　

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)

2019年10月10日
取締役会決議

1,132,186
28.00

（14.00）※
2020年５月８日
取締役会決議

2,550,873 32.00

※当社は、2020年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。2019年10月10日取

締役会決議に基づく１株当たり配当額については、上記株式分割前の１株当たり配当額を記載しております。な

お、期末配当金との比較の観点から、（ ）内に株式分割後の１株当たり配当額を記載しております。

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。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① 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じ

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。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

（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、取締役会の諮問機関としてガバナンス委員会、代表取締役社長の審議機関と

して経営会議及び業務執行会議、ならびに取締役会の下部組織としてリスク・マネジメント委員会等の各種委員会

を設置しております。また、取締役会の意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図るとともに、機動的な業務執行

を図ることを目的に、執行役員制度を導入しております。

この体制は、当社グループの事業領域が多岐にわたらないこと、及び事業規模に相応しい実効的かつ効率的なガ

バナンス機構を構築することの各観点から採用するものであり、監査役の機能に併せて社外取締役を複数登用する

ことで、経営に対する監督機能の強化・充実を図っております。

(企業統治の体制図）
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各機関の構成

氏名 役職名

取
締
役
会

監
査
役
会

ガ
バ
ナ
ン
ス
委
員
会

経
営
会
議

業
務
執
行
会
議

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

今城 義和 代表取締役社長 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

前川 秀志 取締役専務執行役員 〇 〇 〇 〇 〇 ◎

矢本 理 取締役専務執行役員 〇 〇 〇 〇 〇 〇

川股 篤博 取締役（社外取締役） 〇 〇 〇 〇

陣内 久美子 取締役（社外取締役） 〇 〇 〇 〇

山下 公央 取締役（社外取締役） 〇 〇 〇 〇

近藤 潔 常勤監査役 〇 ◎ 〇 〇

小田 晉吾 監査役（社外監査役） 〇 〇

橋爪 規夫 監査役（社外監査役） 〇 〇

川内 達夫 常務執行役員 〇 〇 〇 〇

清田 聡 常務執行役員 〇 〇 〇 〇

小松 昭隆 常務執行役員 〇 〇

新野 章生 常務執行役員 〇 〇 〇 〇

関連部室長 〇 〇 〇

　 ◎：当該機関の委員長または議長、〇：当該機関の構成員等

（取締役会）

取締役会は、社外取締役３名を含む取締役６名で構成しております。取締役会は月１回以上開催し、経営や業務

執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行状況の監督を行っております。また、取締役会へは、

監査役３名が出席し、意思決定や職務執行状況の適法性等を確認しております。

（監査役（会））

監査役は、常勤監査役１名及び社外監査役２名を選任し、取締役会その他重要な会議への出席や業務・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システムの整備・運用状況を監査しております。

監査役会は、監査方針及び各監査役の職務分担を決定し、各監査役の監査結果を協議するために定期的に開催し

ております。

（ガバナンス委員会）

取締役会の意思決定における公正性・透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問委員会としてガバナンス

委員会を設置しております。ガバナンス委員会は、委員長を代表取締役社長とし、社長及び社外取締役３名の合計

４名で構成し、取締役・監査役の選解任や取締役報酬の体系・水準等について審議のうえ、取締役会に助言・提言

を行っております。
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（経営会議・業務執行会議）

代表取締役社長の審議機関として経営会議及び業務執行会議を設置しております。

経営会議は、議長を代表取締役社長とし、取締役６名（社外取締役３名を含む）及び常勤監査役１名の合計７名

で構成し、経営計画、経営戦略等の経営に関する重要事項を審議・報告するため、原則として月１回以上開催して

おります。

業務執行会議は、議長を代表取締役社長とし、取締役６名（社外取締役３名を含む）、常勤監査役１名及び役付

執行役員４名の合計11名で構成し、予算の策定及び執行状況等の業務執行に関する重要事項を審議・報告するため、

原則として月１回開催しております。

（各種委員会）

当社の全社的リスク管理を遂行するために、取締役会の下にリスク・マネジメント委員会を設置するとともに、

同委員会の下部組織として、コンプライアンス委員会及び情報セキュリティ委員会を設置しております。

（a）リスク・マネジメント委員会

リスク・マネジメント委員会は、全社的リスク管理の遂行を目的とし、委員長を代表取締役社長、委員を内部統

制担当役員を含む関連役員・部室長で構成しております。

（b）コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、コンプライアンス違反への対応や未然防止策を策定することを目的とし、委員長を

代表取締役社長、委員を関連役員・部室長で構成しております。

（c）情報セキュリティ委員会

情報セキュリティ委員会は、全社的なセキュリティ対策や情報セキュリティポリシー等の規定策定を行うことを

目的とし、委員長を総務部担当役員、委員を関連役員・部室長で構成しております。

③ 企業統治に関するその他の事項

（内部統制システムの整備状況）

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び当社の関係会社から成る企業集団の業務の適正を確保す

る体制を整備しております。その主な内容は次のとおりです。

当社及び関係会社において、取締役会規定をはじめ、業務分掌規定、職務権限規定等により、取締役、執行役員、

及び職員の分掌と権限の明確化を図り、所管する業務における内部統制を機能させております。

加えて、関係会社を含むＮＳＤグループの行動指針として、「ＮＳＤグループ行動基準」及び「ＮＳＤグループ

行動規範」を定め、グループの全役職員に周知し、適正な業務の執行を徹底しております。

代表取締役社長に直属する監査室は、ＮＳＤグループの事業活動全般について内部監査を実施し、業務執行の適

正性を検証・指導しております。また、内部監査の結果や不祥事等の重要な事項については、監査役に報告するこ

とを義務付ける他、監査役が経営会議等の重要会議に出席すること等により、監査役監査が実効的に行われる体制

としております。

内部統制の強化・補完を図るため、役職員をはじめＮＳＤグループの業務に従事する全ての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、社内及び外部法律事務所に設置しております。

（リスク管理体制）

当社のリスク管理体制は、リスク管理規定に従い、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法令等遵守に関する指導や、個人情報を含む機密情報漏洩等の

リスクへの対策を講じております。

また、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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（関係会社に対する管理体制）

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

役または監査役に原則として当社執行役員を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。

④ その他当社定款規定について

（取締役の定数及び取締役の選任の決議要件）

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。

（取締役会にて決議することができる株主総会決議事項）

剰余金の配当等については、剰余金の配当等を機動的に行うことを目的に、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。

（株主総会の特別決議要件）

会社法第309条第２項に定める特別決議については、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、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。

（取締役及び監査役の責任免除）

当社は、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

外取締役及び社外監査役と締結しております。当該契約は、社外取締役または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項に定める最低責任限度額を損害賠償責任の限度とし、

最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。
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(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)

役職名 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 2,189

取締役専務執行役員

コーポレートサービス

本部長

経営企画本部長

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

2019年４月 当社取締役専務執行役員

コーポレートサービス本部長

2020年６月 当社取締役専務執行役員

コーポレートサービス本部長

経営企画本部長(現在)

(注)３ 851
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役職名 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

開発サポート本部管掌

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

2019年４月 当社取締役専務執行役員

営業統括本部長

開発サポート本部管掌(現在)

(注)３ 528

取締役 川 股 篤 博 1961年８月14日生

1984年４月 日本たばこ産業(株)入社

2005年11月 同社食品事業本部事業企画部長

2008年７月 同社執行役員たばこ事業本部中国事

業部長

2015年１月 テーブルマークホールディングス

(株)代表取締役社長

テーブルマーク(株)代表取締役社長

2018年12月 テーブルマークホールディングス

(株)代表取締役社長退任

テーブルマーク(株)代表取締役社長

退任

2019年１月 日本たばこ産業(株)執行役員食品事

業担当

2020年１月 同社アドバイザー(現在)

2020年６月 当社取締役(現在)

(注)１

(注)３
―

取締役 陣内 久美子 1967年２月16日生

1989年４月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入

行

1995年６月 同行退職

2002年１月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2014年１月 陣内法律事務所設立

代表弁護士(現在)

2014年10月 (株)Birth47社外監査役(現在)

2019年６月 当社取締役(現在)

(注)１

(注)３
―
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役職名 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)(現auカブコ

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)

2017年10月 セルソース(株)社外監査役(現在)

(注)１

(注)３
11

常勤監査役 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)４ 716

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 TIS(株)社外取締役退任

2018年６月 当社監査役(現在)

(注)２

(注)５
―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(百株)

監査役 橋 爪 規 夫 1952年12月４日生

1975年４月 日本光学工業(株)(現(株)ニコン)入

社

2003年６月 同社経理部ゼネラルマネジャー

2005年６月 同社執行役員

経理部ゼネラルマネジャー

2009年６月 同社取締役執行役員

経理部ゼネラルマネジャー

2010年６月 同社取締役常務執行役員

財務・経理本部長

2015年６月 同社常勤監査役

2016年６月 同社取締役 常勤監査等委員

2017年６月 同社顧問(現在)

2019年６月 当社監査役(現在)

(注)２

(注)６
10

計 4,306

(注) １．取締役 川股篤博、陣内久美子、山下公央の三氏は社外取締役であります。

２．監査役 小田晉吾、橋爪規夫の両氏は社外監査役であります。

３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2020年６月25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。

６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７．当社は執行役員制度を導入しており、上記の取締役兼務執行役員以外の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

川内 達夫 常務執行役員 開発サポート本部長

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 ヘルスケア事業部長

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

小林 篤司 執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第二事業部長

権藤 恭子 執行役員 金融事業本部 第二事業部長

品川 肇
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 ＩＴインフラ事業部長

データビジョン事業部長

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

鷹取 賢治
執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤第一事業部長

エンタープライズ事業部長

髙橋 右門 執行役員 先端技術事業部長

藤川 英之 執行役員 コーポレートサービス本部 人事部長

八木 清公 執行役員 コーポレートサービス本部 コーポレートセクレタリー部長
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② 社外役員の状況

当社は、経営に関する意思決定及び監督ならびに監査において、社外の知見を活かすとともに、公正性・透明

性・客観性を高めることを目的に、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

なお、社外役員の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じるおそれが

あると判断する場合の判断要素」（以下、「独立性基準」という。）に基づき判断しております。

（社外取締役）

当社は、社外の広範な事業活動等を通じた経営判断力を有し、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役

の選任は、経営に関する意思決定の公正性・透明性・客観性の向上及び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、独立社外取締役を３名選任しております。

社外取締役川股篤博氏は、製造業の執行役員や子会社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ます。同氏は、本年1月に日本たばこ産業株式会社の執行役員を退任しており、それ以降は同社

の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2020年3月期において、同社企業集団（テーブルマークホールデ

ィングス株式会社を含む）に対する当社企業集団の売上はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定し

ております。

社外取締役陣内久美子氏は、弁護士としての豊富な経験や法務全般に関する専門的知見を有しております。同氏

が代表弁護士である陣内法律事務所と当社企業集団との間に顧問契約はなく、2020年３月期において報酬の支払い

はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。

社外取締役山下公央氏は、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ます。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15年前に退任しており、それ以降は同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2020年３月

期において、同社の連結売上高に占める当社企業集団の売上は僅少であることから、独立性基準に適合し、独立役

員に指定しております。

（社外監査役）

当社は、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

社外監査役の選任は、客観的な見地からの監査に資すると考え、独立社外監査役を２名選任しております。

社外監査役小田晉吾氏は、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

ます。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13年前に退任しており、それ以降は

同社の経営及び業務執行に関与しておりません。また、2020年３月期において、同社に対する当社企業集団の売上

はないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。

社外監査役橋爪規夫氏は、製造業の経営者や監査役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

しております。同氏は、株式会社ニコンの取締役常勤監査等委員を３年前に退任しており、それ以降は同社の経営

及び業務執行に関与しておりません。また、2020年３月期において、同社企業集団に対する当社企業集団の売上は

ないことから、独立性基準に適合し、独立役員に指定しております。

③ 社外役員と監査部門等との連携等

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。
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(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成し、原則として月１回開催しているほか、必要に

応じて随時開催しております。当事業年度においては14回開催し、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。

役職名 氏名 出席回数（出席率）
常勤監査役 近藤 潔 14回／14回（100％）
監査役（社外監査役） 小田 晉吾 13回／14回（ 93％）

川島 貴志 (注)１ 3回／ 4回（ 75％）
橋爪 規夫 (注)２ 10回／10回（100％）

(注)１．川島貴志氏は2019年６月25日開催の第50回定時株主総会終結の時をもって退任しております。

(注)２．橋爪規夫氏は2019年６月25日開催の第50回定時株主総会で新任監査役として就任しております。

なお、同氏は長年にわたり株式会社ニコンの経理部門責任者及び常勤監査役等を務めており、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査役会の活動状況は、取締役会への出席、重要な決裁書類の閲覧、業務及び財産の調査、代表取締役や社内外

取締役との原則四半期毎の情報交換会や個別の意見交換等を通じて、取締役の職務執行状況や法令遵守及び内部統

制機能の整備・運用状況等を監査しております。また、会計監査人から監査計画の説明、四半期及び通期の監査報

告、外部機関による会計監査人に対する品質管理検査の報告等を受け意見交換を行うことで、会計監査人による監

査の相当性、会計監査人の再任の適否、監査報酬の妥当性を監査しております。

常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議である経営会議や業務執行会議への出席、当社各部門や子会社への往

査、会計監査人や当社監査室及び経理部等との意見交換を行っており、その情報や監査結果等を監査役会に報告す

ることで、監査役監査の実効性向上を図っております。

また、監査役（会）の機能強化のため、そ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２名が兼務と

して選任され、監査役（会）の職務遂行のサポートを行っております。

監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の再任の適否及び報酬、会計監査の相当性、監査

報告の作成等に関して検討・審議いたしました。

② 内部監査の状況

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。また、法令遵守の監査では、顧問弁護士の見解を

参考にしながら行っております。監査結果は定期的に代表取締役社長、監査役に報告しております。

③ 会計監査の状況

（監査法人の名称）

有限責任 あずさ監査法人

（継続監査期間）

21年間

（業務を執行した公認会計士）

山本 哲也氏

貝塚 真聡氏

（監査業務に係る補助者の構成）

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、会計士試験合格者等４名、その他５名であります。
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（監査法人の選定方針と理由）

会計監査人の選定にあたっては、監査役会は監査実績や法人としての独立性、品質管理体制、監査実施体制等に

ついて評価し、会計監査人候補を選定することとしております。有限責任 あずさ監査法人は、これらの観点から、

当社の会計監査を適正かつ実効的に行えると判断し、会計監査人として選定しております。

なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監

査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的と

することとします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込

みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した

監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告します。

（監査役及び監査役会による監査法人の評価）

監査役会は、毎年、会計監査人について、会社法第340条に定める解任条件への該当の有無を検証するとともに、

品質管理面や監査の実効性等に関して監査役会が定めた基準により評価を行い、その適性を確認したうえで、再任

を決議しております。

④ 監査報酬の内容等

(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 46,200 ― 46,100 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 46,200 ― 46,100 ―

（監査公認会計士等と同一のネットワーク（KPMG）に対する報酬）

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 ― ― ― ―

連結子会社 ― 1,574 ― 711

計 ― 1,574 ― 711

(注) 連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書の作成業務の委託であります。

（その他重要な報酬の内容）

該当事項はありません。

（監査報酬の決定方針）

当社は会計監査人に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、会計監査人と協議の

上、監査役会の同意を得て決定しております。

（監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由）

監査役会は、会計監査人の前連結会計年度の職務執行状況、監査計画と実績の差異等を確認し、当連結会計年

度の監査計画の内容、監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当と判断し、会社

法第399条第１項の同意を行っております。
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(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

（役員報酬に関する方針）

当社の役員報酬制度は、役位毎の役割・責任を報酬算定の基本としつつ、業績向上に対するインセンティブを強

化するため、業績連動性を重視した制度としております。このため、当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬

と業績連動報酬である賞与より構成しております。ただし、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査

役については、業績連動報酬は相応しくないため、基本報酬のみを支給しております。

<基本報酬>

基本報酬は、役位毎の役割・責任に応じて基本報酬テーブルを定め、これに基づいて支給しております。

<賞与>

賞与は、業績評価及び定性評価の結果に基づいて算定し、支給しております。業績評価では、評価年度の業績を

適切に反映する財務指標として、売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益（連結ベース）を採用し、これらの

目標に対する達成率を評価の指標としております。また、定性評価では、評価年度の財務指標では評価のできない

取締役の役割・責任の遂行状況や活動状況を評価しております。

なお、役員報酬の限度額として、2014年６月26日開催の第45回定時株主総会において、取締役報酬については賞

与を含めて年額420百万円以内（うち社外取締役への報酬は年額30百万円以内）とし、監査役報酬については年額60

百万円以内とする旨の決議がされております。

（役員報酬の額・算定方法等に関する決定手続き）

取締役報酬については、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審議のうえ、取締役会

で決定しております。

なお、ガバナンス委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役報酬制度や、算定方法、個々の報酬額の妥当性

等について審議することとしております。当事業年度においては、当事業年度の賞与及び次事業年度の基本報酬に

ついて、２月20日及び３月16日開催のガバナンス委員会で審議し、３月27日開催の取締役会で決定しました。

また、監査役報酬については、個々の報酬額を監査役の協議により決定しております。

②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)固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

139,700 104,400 35,300 ― 4

監査役
(社外監査役を除く)

15,600 15,600 ― ― 1

社外役員 30,000 30,000 ― ― 6

(注) １．取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を含んでおりません。

２．上記の業績連動報酬の基礎となる業績評価に係る指標の目標は、売上高65,500百万円、営業利益9,300百

万円、経常利益9,400百万円、当期純利益6,100百万円であり、その実績はそれぞれ65,063百万円、9,545

百万円、9,661百万円、6,314百万円です。

③役員報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

該当事項はありません。

④使用人兼務役員の使用人給与

総額（千円） 使用人兼務役員（名） 内容

77,500 3
執行役員規定に従い、執行役員としての職務に
対する対価を支払っております。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

純投資目的とは専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合をいい、

それ以外を純投資目的以外としております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、年１回取締役会にて、銘柄毎に政策保有株式の縮減に関する方針を策定しております。具体的には、

以下の定性基準及び定量基準を充足しない銘柄について、先ずは取引振の改善を図り、不調の場合には縮減に

向け検討を開始。縮減に当たっては、保有メリットが相対的に小さい銘柄から当社業績並びに株価への影響を

十分配慮のうえ、縮減を進めております。

〇定性基準：当社グループの事業拡大・発展に貢献する（貢献が期待される）銘柄が保有対象。

　 定量化できない信用リスクは外部格付等を参考とする。

〇定量基準：株価変動による想定減損リスクを含むみなし税後利益を保有に係る資本コストと

　 対比した投資採算がプラス。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 6 337,322

非上場株式以外の株式 7 792,615

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

株式数の増加の理由

非上場株式以外の株式 2 120,082
業務上の関係を有する先端技術の活
用に積極的な企業で、当社グループ
とのより一層の連携強化のため保有

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（千円）

非上場株式以外の株式 1 72,986

ｃ．特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

ショーボンドホ
ールディングス
㈱ (注)２

92,000 46,000 共同で合弁会社設立の経緯があり、
政策投資として保有

有
397,440 339,940

富士急行㈱
56,000 56,000 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

有
156,072 232,960

㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グ
ループ

202,820 202,820 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

有
81,736 111,551

㈱インフォメー
ションクリエー
ティブ

100,000 100,000 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

有
62,700 60,000

アイビーシー㈱

61,200 0 業務上の関係を有する先端技術の
活用に積極的な企業で、当社グル
ープとのより一層の連携強化のた
め保有

無
47,736 0

サインポスト㈱

24,200 0 業務上の関係を有する先端技術の
活用に積極的な企業で、当社グル
ープとのより一層の連携強化のた
め保有

無
30,201 0

トモニホールデ
ィングス㈱

46,600 46,600 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）

有
16,729 19,618

(注)１．定量的な保有効果及び保有の合理性は、年１回取締役会にて各銘柄毎に保有方針を検証しております。
２．ショーボンドホールディングス(株)は、2019年７月１日付で、普通株式１株を２株とする株式分割を行

っております。
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