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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
当社は経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、公正な経営を維持することを主たる目的として経営システムを運営しております。また、持続的
な成長と中長期的な企業価値向上を経営の最重要課題と考えており、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等のステークホ
ルダーとの良好な関係を維持するために、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。ステークホルダーに対し重要な情報を適時適切に開
示するための社内体制を整備するとともに、「コーポレート・ガバナンスはグループ全体で充実させることが重要である」との認識のもと、関係会社
の管理規程、報告体制等を整備し業務の適正性の確保及び情報の共有化を図っております。

【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１−２ 株主総会における議決権行使】
【補充原則１−２−４ 議決権の電子行使・招集通知の英訳】
株主が議決権行使しやすい環境を充実させるべく、議決権の電子行使を採用しております。
招集通知の英訳については、現状の当社の株主構成のうち、外国法人等が占める割合等を勘案し、現時点においては英文による招集通知の
作成を行っておりません。今後の外国人株式保有比率等の動向を踏まえ、検討してまいります。
なお、ホームページ（英語サイト）に投資家サイトを設け、企業情報や決算発表（四半期毎）後に決算説明会資料（IR資料、決算短信）の英語版を
公開するほか、アニュアルレポートを年１回作成・公開するなど、定期的な決算情報の公開に努めています。
【原則４−１ 取締役会の役割・責務】
【補充原則４−１−３ 最高経営責任者等の後継者の計画（プランニング）】
当社は、取締役候補者の指名や執行役員の選任に際し、その職責を的確かつ責任を持って実行できるかとの観点から総合的な検討を加え、取
締役会にて決議する体制としておりますが、現状においては、後継者の計画（プランニング）の策定までは行っておりません。
今後、取締役会の諮問機関として設置した独立社外取締役を主要な構成員とする「指名諮問委員会」において、最高経営責任者等の後継者の
計画（プランニング）策定に向けた議論を行ってまいります。
【原則４−３ 取締役会の役割・責務】
【補充原則４−３−２ 客観性・適時性・透明性ある手続に従ったＣＥＯの選任】
当社は、代表取締役の選任にあたって、独立社外取締役が出席する取締役会で審議・決定しております。
今後、代表取締役の選定・解職について、取締役会の諮問機関として設置した独立社外取締役を主要な構成員とする「指名諮問委員会」の答申
を踏まえ取締役会で審議・決定する手続きとすることにより、さらに客観性・適時性・透明性ある手続きとしてまいります。
【補充原則４−３−３ ＣＥＯを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続の確立】
当社は、代表取締役の解任にあたって、独立社外取締役が出席する取締役会で審議・決定しております。
今後、代表取締役の選定・解職について、取締役会の諮問機関として設置した独立社外取締役を主要な構成員とする「指名諮問委員会」の答申
を踏まえ取締役会で審議・決定する手続きとすることにより、さらに客観性・適時性・透明性ある手続きとしてまいります。
【原則４−１０ 任意の仕組みの活用】
【補充原則４−１０−１ 独立社外取締役の適切な関与・助言を得る仕組み】
当社は、監査役会設置会社の形態を採用しています。
現状では、経営陣幹部の人事等に関しては、代表取締役及び人事担当役員に独立社外取締役をメンバーとして加えた任意の会議体「人事委員
会」にて審議し、取締役会で決議する体制としております。
本年、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、取締役の選解任に関する株主総会議案の提案、代表取締役の選定・解職等
における取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする「指名諮問委員会」を設置しました。今後、経営陣幹部・取締役の報
酬の検討につきましても、「社外取締役が適切に関与する仕組み」を充実させてまいります。
【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】
取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び取締役会の規模は適正であると判断しておりますが、ジェンダーや国際性の面を含む多
様性の確保については、今後の課題として検討を進めてまいります。
【原則５−２ 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、中期経営計画〔2018-2020〕を策定・公表しており、売上高、営業利益およびＲＯＥ（株主資本利益率）等を数値目標として掲げておりま
す。今後は、資本コスト、事業ポートフォリオの見直しや経営資源の配分等に関する議論を深め、当社グループの持続的成長と中期的な企業価値
向上に努めてまいります。

【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】
・政策保有に関する方針
当社は、農業機械の製造・販売等の過程における取引先企業との長期的・安定的な取引関係の維持・強化が、農業機械総合専業メーカーとし

て「需要家に喜ばれる製品」を安定的にお届けすることに不可欠であり、また、当社の中長期的な企業価値向上に繋がるものと考えております。そ
のため当社は、事業活動に不可欠な円滑な取引関係の維持・強化等により、中長期的な企業価値向上に資するものである場合に、必要と認める
会社の株式を保有します。
株式保有の意義については、保有に伴う便益とリスク等について、資本コストを踏まえ、毎年取締役会において個別に検証しております。検証の
結果、当社の中長期的な企業価値向上への貢献が期待できないと判断し、保有の意義が希薄となった株式については、売却検討対象とします。
・議決権行使の基準
保有株式に係る議決権行使は、発行会社の経営方針や経営状況等を踏まえ、当社の中長期的な企業価値向上に繋がるかに加え、株主共同の
利益に資するかについて必要に応じて発行会社との対話を行う等、総合的に判断することとしております。
【原則１−７ 関連当事者間の取引】
当社が当社の取締役との取引・競業取引を行う場合は、「取締役会規程」により取締役会の付議事項としております。また、当社が行う主要株主
等との取引は、他の取引と同様、所要の権限に基づく手続きを踏んでおります。
なお、当社の執行役員、グループ会社役員も含め、１年に１回、関連当事者取引に関する調査を実施し、その内容は有価証券報告書にて開示し
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】
当社は確定給付企業年金制度を採用しており、企業年金の運用を運用機関である複数の信託銀行及び生命保険会社に委託し、個別の投資先
選定や議決権行使を各運用機関に一任することで、企業年金の受益者と会社との間で利益相反が生じないようにしております。
また、担当部門である人事部において、運用機関から年金資産の運用状況の報告を四半期毎に受けるなどして運用状況を適切に管理するとと
もに、年金運用セミナーへの参加等を通じ、専門性の向上に努めております。
【原則３−１ 情報開示の充実】
（１）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画
・経営理念
当社グループは、1926年の創立以来、以下の「社是」を経営理念とし、農業機械の総合専業メーカーとしてわが国農業の近代化に貢献してまい
りました。その間、一貫して農業の効率化、省力化を追求し続け、その過程のなかで数々の農業機械を他に先駆けて開発し、市場に供給してまい
りました。
世界人口の増加と食料問題、また今日のわが国の食料自給率や国土保全の問題を考えるとき、農業の果たす役割は大きく、農業機械メーカー
の社会的使命はますます重要になると考えております。
当社グループは「需要家に喜ばれる製品の提供」を通して、今後ともわが国ならびに世界の農業に貢献することを経営の基本理念として活動を
続けてまいります。
■社是

「当社は
１．需要家には喜ばれる製品を
２．従業員には安定した職場を
３．株主には適正な配当を
経営理念とし、もって社会的使命を達成する」

・経営戦略、経営計画
当社は2025年に創立100周年を迎えます。創立100周年までにグローバルマーケットでも農機専業メーカーとして確固たる地位を築き上げるた
め、農機専業メーカーとしての強みを発揮し、世界の市場で競争力のある商品づくりと提案力により、国内農業構造変化への対応強化と海外事業
の拡大、ならびに組織、ガバナンスの強化にグループを挙げて取り組んでまいります。
なお、2020年までの中期経営計画を策定し公表しております。詳細は、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
＜中期経営計画＞ http://www.iseki.co.jp/ir/library/ir7.html
（２）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
本報告書「１．１．基本的な考え方」に記載のとおりです。
（３）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
取締役の月額報酬につきましては、業界あるいは同規模の他社水準を勘案の上、株主総会にその総額の上限を上程し、決定された範囲内で各
取締役の職責と成果を反映させた体系としております。社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であるため、一定の金額の報
酬を設定しております。
また、執行役員の報酬につきましては、取締役会で定めた体系に基づき、各執行役員の職責と成果を反映して決定しております。
上記方針に基づき代表取締役が内容を検討・協議した結果を取締役会に提案し、決議しております。
なお、当社取締役の報酬等は、有価証券報告書６（５）「役員報酬の内容」にて開示しております。
（４）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
取締役候補の指名につきましては、専門分野における能力・知識・経験を活かし、業務全般を把握しかつ迅速な意思決定ができるか、との観点
から総合的に検討しております。
監査役候補の指名につきましては、財務・会計および専門分野における知識・経験、当社事業全般に関する理解を有しているか、との観点から
総合的に検討しております。
社外取締役候補・社外監査役候補の指名につきましては、会社法に定める社外性要件および東京証券取引所の定めに基づく独立性基準に加
え、出身の各分野における豊富な知識や経験等により、当社経営の監督機能強化に活かせるか、との観点から総合的に検討しております。
なお、独立役員選任に関する当社の考え方・基準については、本報告書「２．１．機関構成・組織運営等に係る事項」、ならびに有価証券報告書６
（４）「社外取締役及び社外監査役」にて開示しております。
執行役員の選任につきましては、取締役会で決定した経営の基本方針に基づき、経営・業務の執行を、的確かつ責任を持って行うことができる
か、との観点から総合的に検討しております。
上記方針に基づき代表取締役が内容を検討・協議した結果を独立社外取締役が出席する取締役会に提案し、決議しております。
一方、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合など、経営陣幹部や取締役・監査役の解任が必要と思われる場合においては、
独立社外取締役が出席する取締役会にて、経営陣幹部の解任を決議し、また取締役や監査役の解任に関する株主総会議案の提案につ
いて決議することとしております。
なお、取締役の選解任に関する株主総会議案の提案および代表取締役の選定・解職につきましては、今後、取締役会の諮問機関として
設置した独立社外取締役を主要な構成員とする「指名諮問委員会」の答申を踏まえ、取締役会で決議する手続きとしてまいります。
（５）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

取締役・監査役候補の選任・指名については、「株主総会参考書類」に個々の略歴および選任理由等を記載しております。
【原則４−１ 取締役会の役割・責務】
【補充原則４−１−１ 取締役が経営陣に委任する範囲】
当社では取締役会を、迅速な意思決定のため月１回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
業務執行については、各執行役員が取締役会で定めた担当業務の責任者として円滑に職責を果たすとともに、全取締役執行役員と、社長が指
名する執行役員並びに各本部の副本部長等で構成する経営会議を原則として月２回以上開催し、最新情報を共有しつつ事業展開のあり方およ
びリスクの存在とその防止・回避策などを協議・報告することによって、健全な経営を行うべく努めております。
この体制を踏まえ当社は、「取締役会規程」および「権限規程」を定め、法令または定款に定める事項の他、重要性等を勘案のうえ、取締役会に
おける決議事項とすることが適当であると認められる事項について取締役会において意思決定し、それ以外のものについては、経常の業務執行
の範囲として経営会議並びに執行役員等に委譲しております。
【原則４−９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では独立社外取締役の選任にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を判断基準としております。
加えて、当社の経営に対し的確に助言・監督できる、高い専門性と豊富な経験を選任にあたって重視しております。
【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】
【補充原則４−１１−１ 取締役会の構成・規模、選任の方針・手続きについて】
当社の取締役会は、出身の専門分野や経験等の異なる多様な取締役で構成しています。取締役会の規模は、その機能が効果的・効率的に発
揮できる適切な員数とし、社内・社外合わせて定款で11名以内としております。
また、取締役の選任に関する方針・手続については、前述の「原則３-1(４)」に記載のとおりであります。
【補充原則４−１１−２ 社外取締役・社外監査役の兼職状況の開示】
社外取締役および社外監査役をはじめ、各取締役・監査役が当社においてその役割・職責を適切に果たすことができるか、との観点から、兼職
については合理的な範囲としています。
また、事業報告および株主総会参考書類において、各取締役・監査役の重要な兼職の状況を開示しています。
【補充原則４−１１−３ 取締役・取締役会の評価】
当社は、取締役会の機能のさらなる向上を目的として、取締役会の実効性につき、各役員による自己評価および分析を行いました。実効性評価
は、第三者機関を起用し、取締役、監査役全員を対象に個別にアンケートおよびインタビューを実施するなど、個々の意見を求めやすい方法で実
施しました。
アンケートの回答からは、取締役会付議のタイミングや開催頻度、社外役員の監督機能等、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全
体の実効性については確保されていると認識いたしております。
一方で、取締役会付議権限の見直し等により議題数を絞り込み審議時間を確保すべきなどの意見が出され、取締役会の機能の更なる向上、議
論の活性化に向けた課題についても共有いたしました。
今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能をさらに高めるべ
く、継続的にPDCAのサイクルを回して対応してまいります。
【原則 ４−１４ 取締役・監査役のトレーニング】
【補充原則 ４−１４−２ トレーニングの方針】
当社では、社内・社外を問わず、取締役・監査役に期待される役割を責任を持って遂行できる者を選任しております。就任時に当社の事業・財
務・組織に関する必要な知識の習得、経営を監督する上で必要となる情報・知識の提供を行っており、在任中に関しても上記知識・情報の提供、
各種研修会への参加に加え、コンプライアンス遵守を重視した研修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、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、株主の理解が不可欠であると認識しております。株主に当社の経営
方針を分かりやすい形で説明し、建設的な対話を行い、長期的な信頼関係を構築していきたいと考えております。
（１）対話全般について統括・目配りを行う経営陣・取締役の指定
株主との対話全般については、経営管理部門（IR・広報室、総合企画部、財務部、総務部）の担当役員が統括し、当該役員、当該経営管理部門
が決算説明会をはじめとした様々な取組みを通じて、建設的な対話が実現できるよう積極的な対応に努めています。
また、ホームページ上に専用ページを設け、経営方針、業績、様々な取組みなどを分かり易く掲載しています。
（２）対話を補助する社内部門の有機的な連携のための方策
IR担当者は対話を充実させるため、各テーマの担当部署と連携し、開示資料の作成や必要情報の共有などを積極的に進めています。
また、経営陣幹部への情報共有を図るため広報連絡会を月１回実施しています。
（３）個別面談以外の対話の充実に関する取組み
個別面談以外の対話の手段としては、年４回決算発表後にアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を実施しています。
また、要望により工場見学会なども実施しています。
（４）対話において把握された株主の意見の経営陣へのフィードバック
株主との対話内容は、必要に応じ、会議体での報告やレポートの配布などにより、取締役・経営陣および関係部門にフィードバックし、情報の共
有を図っています。
（５）対話に際してのインサイダー情報の管理・情報開示に関する方策
インサイダー情報の管理に関する規定を策定し、管理しています。 決算発表前の期間は、サイレント期間とし、投資家との対話を制限していま
す。また、情報開示にあたっては、公平かつ適時、適切な開示を実施します。

２．資本構成
外国人株式保有比率

【大株主の状況】

10%以上20%未満

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（信託口）

1,203,100

5.23

株式会社みずほ銀行

1,070,800

4.65

農林中央金庫

868,785

3.77

三井住友信託銀行株式会社

800,000

3.48

ヰセキ株式保有会

602,950

2.62

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

580,900

2.52

株式会社伊予銀行

580,042

2.52

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

434,500

1.89

井関営業・販社グループ社員持株会

426,800

1.85

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）

380,500

1.65

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

12 月

業種

機械

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

11 名

定款上の取締役の任期

1年

取締役会の議長

会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数

11 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

岩崎 淳 ※崎は旧字（立つ崎）

公認会計士

田中 省二

弁護士

a

b

c

d

会社との関係(※)
e f
g h

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

岩崎 淳 ※崎は旧字（立つ崎）

田中 省二

独立
役員

○

○

適合項目に関する補足説明

選任の理由

―――

岩崎淳氏は、公認会計士としての経験・知見が
豊富であり、取締役会の監督機能の強化と透
明性の確保に向け、客観的な視点から経営を
監視いただいており、今後においても更なる貢
献が期待できるためであります。また、一般株
主と利益相反が生じるおそれもないと判断して
いるため独立役員として指定いたしました。

―――

田中省二氏は、弁護士としての経験・知見が豊
富であり、取締役会の監督機能の強化と透明
性の確保に向け、客観的な視点から経営を監
視いただけることが期待できるためでありま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれ
もないと判断しているため独立役員として指定
いたしました。

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

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
指名委員会に相当
する任意の委員会

指名諮問委員会

報酬委員会に相当
する任意の委員会

―

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）

5

0

2

2

0

1

―

―

―

―

―

―

社外取
締役

―

補足説明
取締役の選解任に関する株主総会議案の提案、代表取締役の選定・解職等における取締役会の諮問機関として、代表取締役2名、独立社外取
締役2名及び独立社外監査役1名で構成する「指名諮問委員会」を設置しております。

【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

5名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人の連携状況
監査役と会計監査人は定例の連絡会を開催し、監査計画・監査内容等の情報交換を行っております。また、定例の連絡会以外に必要に応じて
会合を開催し、監査上の検出事項等の情報共有を図っております。
監査役と内部監査部門の連携状況
グループ内監査を当社の内部監査部門である「内部統制・監査部」が担当し、監査報告書はすべて監査役に回覧しております。また、監査役と
「内部統制・監査部」は適宜会合を行い、情報の共有化を図っております。

社外監査役の選任状況

選任している

社外監査役の人数

4名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1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 i j

木元 誠剛

他の会社の出身者

△

岡 厚志

他の会社の出身者

△

川野 芳樹

他の会社の出身者

△

平 真美

公認会計士

※ 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

k

l

m

g
h
i
j
k
l
m

上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
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
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）
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）
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）
上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
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

木元 誠剛

当社の主要取引金融機関である三井住
友信託銀行株式会社出身者であります。

同行の部長等を歴任する中で培われた広範囲
な知識と豊富な経験が当社の監査体制に活か
されることが期待できるためであります。

岡 厚志

当社の主要取引金融機関である株式会
社伊予銀行出身者であります。

同行の海外支店や部長を歴任する中で培われ
た広範囲な知識と豊富な経験が当社の監査体
制に活かされることが期待できるためでありま
す。

川野 芳樹

当社の主要取引金融機関である農林中
央金庫出身者であります。

農林水産業全般および債権管理や内部統制
分野における高い知見と豊富な経験を有して
いることから取締役の職務の執行を適切に監
査できるものと判断しているためであります。

―――

平真美氏は、公認会計士及び税理士としての
会計および税務に関する専門的な知見と豊富
な経験を有していることから取締役の職務の執
行を適切に監査できるものと判断しているため
であります。また、当社と利害関係がなく、一般
株主と利益相反が生じるおそれもないと判断し
ているため、独立役員として指定いたしました。

平 真美

○

【独立役員関係】
独立役員の人数

3名

その他独立役員に関する事項
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

該当項目に関する補足説明
2014年6月25日開催の第90期定時株主総会にて取締役（社外取締役を除く。）および監査役（非常勤監査役を除く。）に対して、株式報酬型ストック
オプション制度を導入しました。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、社内監査役、社外監査役

該当項目に関する補足説明
取締役に対しては株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的
として、監査役に対しては監査役の適正な監査に対する意識を高めることにより、当社グループの健全な経営と社会的信頼向上を図るとともに株
主を重視した経営を一層推進することを目的としております。

【取締役報酬関係】
（個別の取締役報酬の）開示状況

該当項目に関する補足説明

個別報酬の開示はしていない

取締役に支払った報酬と監査役に支払った報酬を区別して開示しております。
なお、取締役においてはその他の執行役員とともに報酬の内の一定額を役員持株会に拠出し自社株式を取得し、購入した株式は在任期間中保
有することといたしました。報酬と株式との連動性を高めることで、株価上昇メリットおよび下落リスクを株主と共有することになり、業績や株価に対
する取締役および執行役員の意識を高めております。

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
取締役の報酬限度額は、2013年6月25日開催の第89期定時株主総会において、月額30百万円以内（うち、社外取締役分は月額150万円以内）と
決議しております。また、2016年3月25日開催の第92期定時株主総会において、社外取締役を2名としたことに伴い、月額30百万円以内（うち、社
外取締役分は250万円以内）と改定することを決議しております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
監査役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第85期定時株主総会において、月額8百万円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬
につきましては、監査役会の協議によって定めております。
また、2014年6月25日開催の第90期定時株主総会において、従来の取締役および監査役の報酬等の額とは別枠として、ストックオプションとして
の新株予約権に関する報酬等の額を、取締役（社外取締役を除く。）については、年額1億円以内として、監査役（非常勤監査役を除く。）について
は年額20百万円（うち社外監査役分は15百万円）以内として、設定することを決議しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】
社外取締役・社外監査役に対して、取締役会資料の事前送付や取締役会上程議案の重要事項につき事前説明を実施しております。

【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
南 健治

役職・地位
相談役

勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)

業務内容
当社代表取締役経験における知
見の活用と助言

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

【勤務形態】 常勤
【報酬】 有

社長等退任日
2018/3/29

任期
1年

1名

その他の事項
―――

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）
・取締役会は法令または定款に定める事項の他、経営上の基本事項について意思決定するとともに、迅速な意思決定のため月1回の定例取締役
会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
業務執行については、各執行役員が取締役会で定めた担当業務の責任者として円滑に職責を果たすとともに、全取締役執行役員と社長が指名
する執行役員並びに各本部の副本部長等で構成する経営会議を原則として月2回以上開催し、最新情報を共有しつつ事業展開のあり方およびリ
スクの存在とその防止・回避策などを協議・報告することによって、健全な経営を行なうべく努めております。
また、透明性のある情報開示には、ステークホルダーに対し重要な情報を適時開示するための体制を整備するとともに、グループ全体の管理規
程、報告体制等を整備し、業務の適正性の確保と情報の共有を図っております。
監査役会は、監査役5名で構成され、内4名が社外監査役（内1名は公認会計士）であります。監査役は取締役会および経営監理委員会に出席す
るほか、独自に監査方針を決定し、内部監査部門や会計監査人とも連携して当社および子会社の業務や財産の監査を行なうとともに、経営会議
等の重要な議案や取締役の業務執行状況を厳正にチェックしております。
なお、取締役の事業年度に対する経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役の任期を1年としておりま
す。また、執行役員についても同期間としております。
・会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役のうち非常勤監査役と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

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
経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、公正な経営を維持することを主たる目的として経営システムを運営しております。
現時点では、経営の監視やコーポレート・ガバナンスの実効性確保の観点から当体制が最も合理的であると判断しております。

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
集中日を回避した株主総会の設定

株主総会の集中日開催回避に努め、株主の出席しやすい環境を整え、株主重視の株主
総会運営を図っております。

電磁的方法による議決権の行使

2016年3月25日開催の第92期定時株主総会よりインターネットによる議決権の電子行使
を可能にしています。

その他

当社ホームページに招集通知、決算短信、有価証券報告書、その他の会社情報等の投
資家の皆様に有用な情報を開示しております。
また、株主の皆様に、当社に対する理解を少しでも深めて頂くことを目的に、事業報告内
容のビジュアル化を行っています。

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

「ディスクロージャーポリシー」を定め、当社ホームページ上で公表しておりま
す。

個人投資家向けに定期的説明会を開催

個人投資家向け説明会を年に複数回実施しているほか、当社ホームページを
利用して情報を発信しております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期及び期末決算の説明会を開催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

四半期及び期末決算短信並びに各決算説明会資料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置

IR担当の部署としてＩＲ・広報室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

社是に「需要家には喜ばれる製品を、従業員には安定した職場を、株主には適正な配当
を」を掲げ、経営理念としております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境保全活動、ＣＳＲ活動等については、「ＣＳＲ報告書」を発行し、活動内容を報告してお
ります。
また、当社ホームページ上でも公開しております。

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
当社はグループ内部統制の確立を経営方針の重要課題と位置づけ、内部統制基本方針を定め内部統制システムの整備を図り、必要な都度見直
しを行っております。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につきましては、業務分掌規程、内部統制制度等の諸
規程、諸制度の整備を図るとともに、重要事項については経営会議において多面的な検討を行っております。また、取締役会議事録や稟議書類
等の職務執行に係る情報は、取締役会規程及び文書規程に基づき適切に保存管理されるよう体制の整備を図っております。
コンプライアンス体制につきましては、コンプライアンス担当役員の下に組織横断的なコンプライアンスチームが中心になってコンプライアンス研
修を継続的に行ない、コンプライアンス意識の全役職員への浸透を図ることにより、不正と不祥事を未然に防止することに努めております。
なお、会長を議長とし全取締役をメンバー、監査役をオブザーバーとする「経営監理委員会」を設置し、施策の審議と進捗状況のフォローおよび
コンプライアンスの徹底状況をチェックしております。
内部統制に関わる組織としては、より独立性の高い組織とした内部統制・監査部が、当社、製造子会社、販売子会社に対する監査、モニタリング
を行っておりますが、2015年5月1日付で、従来社長直轄であったものを、より業務執行部門から独立させ、中立性を高めることを企図し、経営監理
委員会の下に置くことにしました。
参考資料「模式図」：巻末「添付資料」をご覧ください。

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
１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「井関グループ倫理行動規範」を定め、反社会的勢力や団体との絶縁を掲げ、関係遮断に取組んでおります。
２．反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社およびグループ会社の企業倫理確立のため、「井関グループ倫理行動規範」に反社会的勢力に対する行動指針を示すとともに、
反社会的勢力排除に向け、次のように社内体制を整備しております。
a．総務部を対応統括部署として、事案により関係部門と協議して対応しております。
b．平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に対する体制を整備しております。
また、当社は社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に所属し、定期的に指導を受けるとともに、情報の共有化を図っております。

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
当社は、ステークホルダーとの良好な関係を築くためには、情報の適時適切な開示が不可欠であると考えております。このため、四半期決算説明
会等を積極的に取り組んでおります。
環境問題への対応につきましては、「CSR報告書」を定期的に発行する等、グループ全体で積極的に取り組んでおり、第三者機関から「環境への
取り組みが特に先進的と認められる企業」の評価を受けております。
また、「知的財産報告書」を発行し、研究開発活動及び知的財産強化の取り組みを開示する等、積極的な情報開示に努めております。

参考資料「模式図」
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