
株式会社船井総研ホールディングス　

持株会社としてグループ戦略立案、グループ経営管理を担う

代表取締役社長　グループCEO　　 高嶋　栄　　　　Sakae Takashima

取締役専務執行役員　　　　　　　小野　達郎　　　Tatsuro Ono

取締役専務執行役員　　　　　　　中谷　貴之　　　Takayuki Nakatani

取締役常務執行役員　　　　　　　奥村　隆久　　　Takahisa Okumura

社外取締役　　　　　　　　　　　砂川　伸幸　　　Nobuyuki Isagawa

社外取締役　　　　　　　　　　　光成　美樹　　　Miki Mitsunari

取締役　　（監査等委員）　　　　百村　正宏　　   Masahiro Hyakumura

社外取締役（監査等委員）　　　　中尾　篤史　　   Atsushi Nakao

社外取締役（監査等委員）　　　　小林　章博　　   Akihiro Kobayashi

大阪本社

東京本社

〒541-0041　大阪市中央区北浜4-4-10
TEL：06-6232-0010（代表） 

〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-6-6　日本生命丸の内ビル21階
TEL：03-6212-2923（代表） 

執行役員　　　　　　　　　　　　濱口　朗　　　   Akira Hamaguchi

執行役員　　　　　　　　　　　　住友　勝　　　   Masaru Sumitomo

執行役員　　　　　　　　　　　　溝上　智昭　　   Tomoaki Mizoue

執行役員　　　　　　　　　　　　齊藤　英二郎　   Eijiro Saito

執行役員　　　　　　　　　　　　春田　基樹　　   Motoki Haruta

会 社 名

代 表 取 締 役

取 締 役

取 締 役
（監査等委員）

執 行 役 員

主 な 事 業

所 在 地

1,209名（2019年12月末時点）

東京証券取引所　一部上場（証券コード：9757）

グ ル ー プ
従 業 員 数

株式公開種別

会社概要
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グループ企業

株式会社船井総合研究所
代表取締役社長 　真貝 大介
経営コンサルティング事業
設　　立 　2013年11月28日 （創業 1970年3月6日）

資 本 金 　3,000百万円
大阪本社 　大阪市中央区北浜4-4-10　
東京本社 　東京都千代田区丸の内1-6-6 

日本生命丸の内ビル21階
【淀屋橋セミナープレイス】
大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館7階

【五反田オフィス】
東京都品川区西五反田6-12-1

【芝セミナープレイス】
東京都港区芝3-4-11 芝シティビル

株式会社プロシード
代表取締役社長　根本 直樹
コンタクトセンターコンサルティング事業
設　　立 　1991年6月24日
資 本 金 　100百万円
本　　社 　東京都千代田区丸の内1-6-6 

日本生命丸の内ビル22階
台湾支社 　台北市松山區民生東路3段128號7樓之1

船井（上海）商務信息咨詢有限公司
董 事 長 　岡 聡
総 経 理 　郎 禄媛
経営コンサルティング事業（中国）
設　　立 　2012年1月13日
出 資 金 　50百万円
本　　社 　上海市長寧区江蘇路369号

兆豊世貿大夏18H

船井総研ロジ株式会社
代表取締役社長　菅 重宏
ロジスティクス事業
設　　立 　2000年5月10日
資 本 金 　98百万円
大阪本社 　大阪市中央区北浜4-4-10　
東京本社 　東京都千代田区丸の内1-6-6 

日本生命丸の内ビル22階

株式会社HR Force
代表取締役社長　高山 奨史
ダイレクトリクルーティング事業
設　　立 　2018年2月1日
資 本 金 　64百万円
本　　社 　東京都千代田区丸の内1-6-6 

日本生命丸の内ビル21階
【浜松町オフィス】
東京都港区浜松町2-5-5 PMO浜松町9階

株式会社船井総研ITソリューションズ
代表取締役社長　西山 直生
ITコンサルティング事業
設　　立 　2000年2月1日
資 本 金 　60百万円
本　　社 　東京都千代田区丸の内1-6-6 

日本生命丸の内ビル22階

株式会社船井総研コーポレートリレーションズ
代表取締役社長　柳楽 仁史
グループ連携・BPO事業
設　　立 　2013年11月28日
資 本 金 　50百万円
本　　社 　大阪市中央区伏見町4-4-10 新伏見町ビル6階

【芝オフィス】
東京都港区芝3-4-11 芝シティビル6階

【淀屋橋オフィス】
大阪市中央区北浜4-4-10

【丸の内オフィス】
東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階

新和コンピュータサービス株式会社
代表取締役社長　後藤 昭秀
システム開発事業
設　　立 　1980年6月12日
資 本 金 　13百万円
本　　社 　東京都中央区八丁堀2-19-8

日宝八丁堀ビル 3階
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世界における
コンサルティングの始まり

日本における
経営コンサルタント

成長のきっかけ
「変身商法が大ベストセラー」

急成長のひずみ

価値観の転換
「競争から共生へ」 コンサルタントの地位向上を目指して

「株式上場を決意」

家業から企業へ
「多くの中小企業を支援する仕組みの構築」

19世紀末の米国でコンサルティングという仕事は生まれ
ました。技術者であったフレデリック・テイラーが工場に

「科学的管理」の手法を取り入れたのがコンサルティ
ングの始まりと言われています。コンサルティングは、
企業の発展と共に財務会計、製品開発、マーケティング
など企業活動全般に適用されるようになります。これが
経営コンサルティングの起源です。

創業
「机は買えたが

椅子は買えなかった」
1970年3月 舩井幸雄が「株式会社日本
マーケティングセンター」を設立。「机は買え
たが椅子は買えなかった」ほどの小さな事務
所からの出発でした。日本独自の文化や習慣
に基づいたコンサルティングを提供する
船井総研の誕生です。

舩井幸雄は、いち早く大量消費社会の拡大を予測しました。
その経営手法は大手流通企業を中心に受け入れられます。
1972年に著書「変身商法」が大ベストセラーとなり、クライ
アントの成長と共に急成長のきっかけをつかみます。

1980年頃、九州での舩井幸雄の講演後、明らかに
取り乱した様子で近づいてきた男性を周囲が取り
押さえるという出来事がありました。話を聞いて
みると、彼は舩井幸雄の支援するクライアント
企業の競争戦略に敗北した競合企業事業者で
した。知らず知らずのうちに恨みを買っていたこと
に気づかされ、徹底した競争至上主義の功罪
が彼を苦しめます。

舩井幸雄は、地域社会と共に成長すること
を選択します。競争至上主義的コンサルテ
ィングから共生主義への方向転換が徐々に
行われていきます。

時は経て戦後、日本は急速な経済成長期を
迎えます。企業の設立ラッシュは熾烈な企業間
競争を生み、ビジネスの陰で経営コンサル
タントが活躍します。

新幹線で隣りに座った男性と仲良くなり、下車する際に名刺交換
しようとすると、「あなたは経営コンサルタントですか。そのような信用
できない人種とは付き合わないようにしているんです。」と言われ、
悔しい思いをします。いくら理念が崇高でも日陰の存在では、世に
受け入れられません。社会的信用を獲得するために株式上場を
目指します。

「確実な資産の無いコンサルティング業での上場は無理」という常識が行く手を
阻みます。一人のカリスマコンサルタントが大企業をコンサルティングするのでは
なく、多くのコンサルタントが多くの中小企業をコンサルティングする仕組みを
考案します。これにより、業種特化したコンサルタントが多数誕生しました。この
仕組みが会社の持続的成長を生み出すビジネスモデルとして認められ、世界初、
経営コンサルティング企業としての株式上場へと大きく前進させます。

日本初の
コンサルタント企業としての上場

「業績、従業員数とも成長軌道へ」
1985年3月 商号を「株式会社船井総合研究所」に変更。
1988年9月 大阪証券取引所第2部（特別指定銘柄）上場。
1993年6月 大阪証券取引所第2部指定替え。
2004年12月 東京証券取引所第2部上場。
2005年12月 東京証券取引所、大阪証券取引所第1部指定替え。

「ギアチェンジ」をキーワードに改革を進め、業績、従業員数とも
成長軌道に乗り始め、日本の全国各地で船井総研のコンサルタント
が活躍します。

日本全国から集まる情報
「明日のグレートカンパニーをつくる」

日本全国から集まる情報は経営研究会（経営者の集まる会員組織）の場
で共有され、新しいビジネスへと発展。経営者に寄り添い、実行まで支援
する船井総研のコンサルタントがビジネスの精度を高めます。そしてその
成功が再び経営研究会に情報として還流し、共有されます。船井総研の
周辺にグレートカンパニーが生まれるサイクルが生まれました。

総合経営コンサルティンググループ
「ホールディングス化」

総合経営コンサルティンググループとして、経営に関する課題をグループで
解決するために2014年7月にホールディングス化。その後、M&A等を経て、
グループ会社を創出・拡大。成長実行支援のみならず、人材開発支援・
価値向上支援・デジタル化支援を強化。今後も経営に関するすべてのことが
解決できるコンサルティンググループを目指します。

ともに、次の50年へ
社会・社員・顧客との関係を変化させながら

未来のコンサルティング像を創ります。

Trigger for growth

A change in values : 
Shift from competition 

to symbiosis 

Growing our business

The price of 
rapid growth

大ベストセラー
400,000部

The consulting 
industry’s first public 

listing

Creating the great 
company

船井総研グループ

50年に及ぶコンサルティングの歴史
船井総研の歴史は日本の経営コンサルティングの歴史です。
船井総研のコンサルティングは、常に経営者に寄り添う経営“者”コンサルティングです。
米国で生まれたコンサルティングが日本独自の経営“者”コンサルティングとして、
発展を続けてまいりました。

Management
consultants in Japan

The origins of 
consulting

Grow from a 
Primitive business 

 to a company 

Reorganization and  
the start of group-based 

management

Reforming  
the image  

of consulting
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船井総研グループ 50年の歴史
沿革および創業からの業績推移 組織再編及びグループ経営のスタート

1970年3月6日
舩井幸雄が（株）日本マーケティング
センターを設 立（ 現・（ 株 ）船 井 総 研
ホールディングス）

1970年9月
会員制組織コスモスクラブを設立

1972年
舩井幸雄著「変身商法」が大ベストセラー

1981年
上場準備を始める

1985年3月
商号を（株）船井総合研究所に変更

1988年9月
コンサルティング業界で初めて、大阪
証券取引所第2部市場特別指定銘柄

（新2部）上場

2000年2月
（株）船井情報システムズを設立（2014年
7月に（株）船井総研ITソリューションズ
に商号変更）

2000年3月
3代目社長小山政彦が「ギアチェンジ」
をキーワードに改革を進め、業績、従業
員数とも成長軌道へ

2004年12月
東京証券取引所第2部市場に上場

2005年12月
東京・大阪両証券取引所第1部市場に
指定替え

2010年代
2010年3月

「自律・自由・連帯」を経営方針へ。
高嶋栄が4代目社長に就任。

「自律・自由・連帯」を新方針に掲げ、
グループ経営の礎となる方針を制定。
従来の「成長実行支援」に加え「グレート
カンパニー 創り支 援 」を企 業の存 在
意義に据える。第1回グレートカンパニー
アワードを開催（以後、毎年開催）

2012年1月
船井（上海）商務信息咨詢有限公司を設立

2014年1月
船井総研ロジ（株）を完全子会社化

2014年7月
持株会社体制へ移行。商号を（株）船井
総研ホールディングスに変更し、経営
コンサルティング事業を（株）船井総合
研究所へ、営業サポート業務を（株）
船井総研コーポレートリレーションズ
へそれぞれ事業継承

2015年2月
（株）プロシードを完全子会社化

2018年2月
（株）HR Force設立

2018年6月
新和コンピュータサービス（株）を完全
子会社化

2020年3月6日
創業50周年を迎える

1990年3月
流通業主体からサービス業主体へ。
本告正が2代目社長に就任。流通業 
主体の経営コンサルティングからサー
ビス業主体へとシフト

1993年6月
大阪証券取引所第2部市場に指定替え1970年代

創業期

コンサルティング業界初上場

サービス業への展開

業容拡大期

1980年代

1990年代

2000年代
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オフィスの変遷
1970年 
大阪市槍屋町に設立

1971年 
東京事務所を設立（港区六本木に）

1981年 
大阪市北区太融寺に移転

1983年 
東京本社を港区芝に移転（現・芝オフィス）

1996年 
大阪市北区豊崎に移転

1993年 
東京本社を東京都
品川区西五反田に移転

（現・五反田オフィス）

2005年 
東京本社を日本生命丸の内ビルに移転

（現・東京本社）

2010年 
大阪市中央区北浜に移転（現・大阪本社）
淀屋橋セミナープレイスを開設

大
阪
本
社

東
京
本
社
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❶ ❸❷ ❺❹ ❼❻❽ ❾ ❶ ❷❸ ❹❺ ❻❼ ❽

光成　美樹 社外取締役❻

❼

❽

❾

百村　正宏 取締役（監査等委員）

小林　章博 社外取締役（監査等委員）

中尾　篤史 社外取締役（監査等委員）

株式会社船井総研ホールディングス

❶

❷

❸

❹

❺

高嶋　栄 代表取締役社長 グループCEO

小野　達郎 取締役専務執行役員

中谷　貴之 取締役専務執行役員

砂川　伸幸 社外取締役

奥村　隆久 取締役常務執行役員

グループ役員紹介

❶

❷

❸

❹

株式会社船井総合研究所

株式会社船井総研コーポレートリレーションズ

船井（上海）商務信息咨詢有限公司

船井総研ロジ株式会社

真貝　大介 代表取締役社長

柳楽　仁史 代表取締役社長

岡　　聡 董事長

菅　　重宏 代表取締役社長

株式会社HR Force

高山　奨史 代表取締役社長

株式会社船井総研ITソリューションズ

西山　直生 代表取締役社長

株式会社プロシード

根本　直樹 代表取締役社長

❺

❻

❼

❽
新和コンピュータサービス株式会社

後藤　昭秀 代表取締役社長
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中尾　ガバナンスとは、株 主、お客 様、従 業 員を含めた 
あらゆるステークホルダーが 利 益を享受できるように 
企 業 価 値 を高 めていく為 の ベースだと考えています。
そのためにやらなければならない事は、取締役会の機能
強化です。攻めの部分では、経営戦略をどう意思決定して 
いくか、守りの部分では監督機能として、経営が暴走しない

社外取締役対談

企業におけるガバナンスとは

Q1 企業におけるガバナンスの在り方についての
お考えをお聞かせください。

ように適 正な経営者の選任や報酬決定プロセスなどを
取締役会の機能として保持することです。
小林　営利企業である以上、企業価値を高めていくことが 
重要で、そのために経営者には自由度を高めて経営に取り
組んでほしいと思います。一方で、経営者の立場の濫用の
防止、一線を超えないよう規律を持たせるための仕組み
づくりを我々社外取締役が提案することが重要と考えて
います。私の立場ですと、法令関係で監督できる視点を
持ち合わせているので、その視点での機能強化に向けた
仕組みづくりの役割を果たせると感じています。

監査等委員からみた船井総研グループ

社外取締役

中尾 篤史
社外取締役

小林 章博

船井総研グループのガバナンス体制

今後のさらなる企業価値向上の為に

小林　船井総研グループの全従 業 員にも共 通すること
ですが、社内取締役が親身に、そして素直に社外の意見を
聞く寛容力があり、そこが船井総研ならではと感じており、
このような風 土 がガバナンスレベルの向上に寄与して
いると思います。
 

中尾 　 昨 年度は後 継 者指名委 員会を発 足させました。
後継者指名委員会は、その規程に基づき、業績等を踏ま
えた現グループCEOの評価及びサクセッションプランに
ついて審議し、グループCEO候補者の決定に対する透明性・
客観性を高めることを目的としています。
代表取締役は委員から外れており、社外取締役3名、社内
取締役1名の体制で委員が構成されており、ガバナンスが
効く体制となっています。
小林　後継者の選考にあたっては、代表取締役と意見交換
をし、後継者候補の選定や教育状況についてヒアリングを
しており、お互いに進捗が確認できるようになっています。
代 表 者 が 継 続 する場 合においても、毎 年、後 継 者指名
委員会と代表取締役予定者が面談をして、意思確認等を
するようにしており、株主価値最大化のために緊張感を
もって代表者が選任される体制ができています。

中尾　取 締役会は3時間程 度時間を費やして議 論して
います。時間内に議事が進行しない場合でも、途中で議論を
切り上げることはしません。外部の意見も取り入れながら
しっかり審議している証だと感じています。
小林　特に重要な審議事項等については、質問が尽きる
まで時間を決めずに議論をするので、議論をつくす土壌が
あります。

中尾　社外取締役の意見を積極的に聞く許容力が高く、
社外取締役の意見によって、審議内容が変更になったり、
再審議になることもあります。

中尾 　 当社グル ープは持 株 会 社体 制を敷いている為、
今後のさらなる企業価値向上の為には、グループガバナ
ンス向上にさらに取り組まなければならないと考えます。
それは、グループ会社の経営に関する意思決定・経営者の
選任・報酬決定プロセスが機能するように、深く関与し
すぎず、自由度をもったなかで適正な運営ができるような
グループガバナンスに関わることです。今実際に取り組みが
なされている事例としまして、グループ会社の意思決定後の
モニタリング、経営に近い立場の人が集い開催されるリスク

管理委員会のフィードバック、また、グループ会社の社長
面談を昨年実施致しました。
今後もさらなる企業価値向上の為に、グループガバナンスの
側面で、内部監査室とも連携をとりながら、取り組む範囲を
拡げていきたいと考えています。
小 林 　 さらなる企 業価 値向上の為に、船井 総 研ホール
ディングスを含むすべてのグループ会社が、同じレベル感で
融和していくことが大切になると考えています。
言うなれば、1+1が3、4、5となるようにこれまで以上の連携
が必要になってきます。
例えば、昨年実施致しましたグループ会社社長の面談で
ヒアリングした内容をグループ連携の為に積極的に活か
していくことにより、さらなる企業価値向上の一助になる
のではないかと感じています。

Q3 実際に、社外取締役の意見を受け入れる
体制が整っていると感じますか？

Q4 当社ならではの特徴を感じることはあり
ますか？

Q5 この1年を振り返って、昨年度の主な取り
組みについてお聞かせください。

Q6
当社グループが今後、さらなる企業価値向上
を目指す上で実行しなければならないこと、
取り組んでいくべきことをお聞かせください。

Q2
取締役会の進め方、議論の展開について
お伺いします。取締役会にどのくらいの時間
を費やしていますか？また時間内に議事が
進行しない場合はどうしていますか？
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取締役専務執行役員

中谷　貴之
Takayuki Nakatani

1968年8月16日生

取締役

監査等委員である取締役

代表取締役社長
グループCEO

高嶋　栄
Sakae Takashima

1957年5月29日生

取締役専務執行役員

小野　達郎
Tatsuro Ono

1963年5月8日生

株式会社船井総研ホールディングス役員一覧

取締役（監査等委員）

百村　正宏
Masahiro Hyakumura

1965年2月27日生

株式会社船井総合研究所　
監査役

重要な兼職の状況

社外取締役（監査等委員）

中尾　篤史
Atsushi Nakao

1969年12月21日生

CSアカウンティング株式会社
代表取締役社長

重要な兼職の状況

社外取締役（監査等委員）

小林　章博
Akihiro Kobayashi

1970年12月19日生

弁護士法人中央総合法律事務所
京都事務所　代表　

重要な兼職の状況

取締役常務執行役員

奥村　隆久
Takahisa Okumura

1959年7月13日生

社外取締役

砂川　伸幸
Nobuyuki Isagawa

1966年12月8日生

国立大学法人京都大学
経営管理大学院教授

重要な兼職の状況

社外取締役

光成　美樹
Miki Mitsunari

1972年2月29日生

株式会社FINEV
代表取締役

重要な兼職の状況

執行役員制度導入 アニュアルレポートの発行開始（4月）
社外役員に取締役会の課題についてアンケート実施（10月）

リスク管理委員会設置
監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行（3月）
社外取締役への事前説明の強化（4月～）
ガバナンス委員会設置（11月）委員長を社外取締役に
実効性評価（全取締役向けにアンケート形式で実施）（11月）内部統制委員会設置

指名委員会・報酬委員会設置

株主向け説明会の実施（5月・6月）
新規事業ミーティングの開催（6月より毎月開催 ）

指名委員会の過半数を社外取締役に（4月） 
報酬委員会の委員長を社外取締役に（4月）

コーポレート・ガバナンス強化に向けた
取り組みページ参照

持株会社へ移行（7月）
IR部署の設置

これまでのコーポレート・ガバナンス強化に向けた取り組み 

当社のコーポレート・ガバナンス体制（模式図）

2019年12月31日現在

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

株　主　総　会

2002 2015

2006 2016

2007

2010
2017

2018

2019

2014

選任・解任

監査等

内部監査

会計監査

選任・解任 選任・解任

取　締　役　会

経　営　会　議

グループ会社

監査等委員会

会計監査人

内部監査室

指名委員会

報酬委員会

後継者指名委員会

ガバナンス委員会

リスク管理委員会

内部統制委員会

　また、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポ
レート・ガバナンスの重要な柱と位置づけており、法令等に
基づく開示、会社説明会の開催、機関投資家やアナリストとの
個別ミーティングの実施等により、当社及び当社グループの
現状のみならず、今後の事業戦略についても、迅速かつ正確
なディスクロージャーに努めております。

　当社は、遵法経営の実施及び株主利益の極大化を主たる
目的として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
取締役のうち3分の1以上の社外取締役を選任することにより、
取締役会の客観性・妥当性を確保し、社外取締役2名を含む
3名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査・
監督を行っております。
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取締役会の構成

コーポレート・ガバナンス強化に向けた取り組み

1. 攻めのガバナンス・監督機能の強化

■ 取締役会の経営監督機能を強化し公正性を確保するため、
独立社外取締役は、取締役員数の3分の1以上を選任する。
現在、取締役9名のうち4名を独立社外取締役として選任
している。

■ 取締役会は、事業に関する深い知見を備える取締役や、独立
した客観的立場から監督を行う社外取締役等、バックグラ
ウンドが異なる多様な役員で構成する。選任は、能力・業績
等の多面的な評価に基づいて指名委員会で審議し、取締
役会で決定する。

● 女性取締役の登用
規制に関する専門知識を有する女性の独立社外取締役を
選任している。

当社グループの多様性やESGを意識した経営を推進して
いく為、企業のESG経営や不動産の環境問題、国内外の環境

諮問委員会

社外取締役社内取締役 委員長

● 取締役会のスキルマトリックス
氏名 当社における地位 企業経営 営業・

マーケティング 財務・会計 資本市場・
ファイナンス 法律 リスク管理 ガバナンス 社会・環境 監査・

内部統制

高嶋　　栄 代表取締役社長グループCEO ● ●

小野　達郎 取締役専務執行役員 ● ● ●

中谷　貴之 取締役専務執行役員 ● ●

奥村　隆久 取締役常務執行役員 ● ● ● ● ●

砂川　伸幸 社外取締役 ● ● ● ●

光成　美樹 社外取締役 ● ● ● ●

百村　正宏 取締役（監査等委員） ● ● ●

中尾　篤史 社外取締役（監査等委員） ● ● ● ●

小林　章博 社外取締役（監査等委員） ● ● ● ● ●

2019

2020

報酬委員会
（委員長：社外取締役）

2020

後継者指名委員会
（委員長：社外取締役）

2019

2020

指名委員会
（委員長：社内取締役）

代表取締役社長の選任及び
解任に関し、透明性・客観性の
確保を行う。委員の過半数を
社外取締役で構成している

過半数を社外取締役で構成
し、取締役候補者の選任プロ
セスの客観性・妥当性を確保

2019

ガバナンス委員会
（委員長：社外取締役）

半数を社外取締役で構成し、
中長期的な業績向上につながる
役員報酬の検討を通じて、役員
報酬の客観性・妥当性を確保

社外取締役4名のみで構成
し、ガバナンス全般について
中長期的な観点から議論を行
い、ガバナンス強化を図る

2019

2020

株主・投資家との対話

取締役会の実効性評価

2019年に自己評価アンケートを取締役全員に対して実施

● 女性取締役の登用による多様な意見を反映させた議論を行う

● 新規事業案件の報告の充実を図り、モニタリングを強化

● 付議事項の見直しを継続して行い、議論の充実を図っていく

● 潜在的なリスクを把握する体制を強化

● 女性取締役の候補者選任

● 新規事業は、事業計画の精査及び進捗確認を行うために、
新規事業を検討する会議を毎月開催し、取締役会にも
定期的に報告を行っており、議論が深まると同時にモニタ
リング体制も整いつつある

● 後継者指名委員会が機能し、サクセッションプランの積極的
な運用が行われた

● 付議基準の見直しは、一部経営会議に移譲するように
なったが、継続して検討していく

● リスク対応については、顕在化したリスクへの対応に進展

● 潜在的なリスクへの対策はより一層の検討を求める

2020年課題とアクション

2019年振り返り

2. コーポレートガバナンス・コードの適切な実践

■ 当社は、重要なステークホルダーである株主・投資家との
建設的な対話・コミュニケーションを進めていく。

■ 個別面談のほかに、ホームページ、株主総会招集通知等を
通じた情報提供の充実を推進する。

政策保有株式

■ 保有の意義が認められる場合を除き、株式の保有を縮減して
いく。また新規取得は行わないことを基本方針とする。

■ 毎年、保有銘柄を個別に検証し、保有の意義、合理性が乏しい
と判断される銘柄は、市場への影響等に配慮しつつ売却する。

■ 発行会社が適切なガバナンス体制を構築し、中長期的な企業
価値の増大につながる適切な意思決定を行っているかという
観点や、当社グループの企業価値向上の観点も踏まえ、総合
的に判断して議決権を行使する。

資本政策

■ 株主価値を中長期的に高めるために、最適な株主資本の水準
を形成する。

■ 株主還元を高めつつ、積極的な事業投資による利益の拡大を
目指し、資本効率を高める。

■ 株主・投資家との対話・コミュニケーションで得られた意見等
は、経営陣に対してフィードバックを行う。
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