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澁澤倉庫株式会社 

 

コーポレートガバナンス方針 

 

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は、企業価値向上のための最適な経営体制の確立に資するべきものであると考えており

ます。コーポレートガバナンスの強化に取り組むことにより、当社事業の持続的成長を実現するとともに、その社会的

使命と責任を果たし、公正で透明性の高い経営を行ってまいります。 

 

Ⅰ．株主の権利・平等性の確保 

１． 株主の権利・平等性の確保 

当社は、株主総会における議決権の行使が適切になされるよう環境を整備してまいります。また、株主の権利行使に十分に配慮い

たします。 

 

２． 資本政策の基本的な方針 

（資金調達） 

当社は、当社事業の持続的な成長と、中長期的な株主価値の向上を目指すため、事業基盤の強化・拡充などに必要な資金につ

いては、安易に株式の希薄化につながることのないよう留意し、金融環境および株主資本と負債のバランス等を考慮して、効率的

かつ安定的に調達してまいります。株主資本の水準については、事業活動に伴うリスクに対して十分であること、事業活動を行う上

で必要な格付を維持すること、などを考慮して決定いたします。 

 

（株主還元） 

当社は、当社事業の公共性をも踏まえ、当社事業の持続的成長を実現することを旨としており、そのため、長期的かつ安定的な経

営基盤の確保と財務体質の強化に努めております。配当については、業績および将来の見通しに配慮しながら安定的に実施するこ

とを基本としております。配当性向については、特殊要因を除く親会社株主に帰属する当期純利益の 30％を目安として、利益還元

に努めてまいります。また、自己株式の取得については、経営環境や資本効率、株主構成の適正化等を総合的に勘案した上で必

要に応じて実施いたします。 

 

(ROE) 

当社は、ROE を持続的な株主価値の向上に関わる重要な指標と認識し、安定的な財務基盤を維持しつつ ROE の向上に取り組ん

でまいります。 

 

３． 政策保有株式の保有方針と議決権行使基準 

（政策保有株式の保有方針） 

当社は、安定的な取引の維持・強化等、総合的に当社の企業価値の維持向上に必要と判断した株式を保有しております。保有す

る上場株式については、年 1 回、取締役会において、個別銘柄毎に、定性的かつ定量的な側面から、保有の適否を検証し、その

結果等を踏まえ、売却の可能性も検討いたします。 
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（取締役会による検証） 

取締役会においては、年 1 回、保有する上場株式について、個別銘柄毎に、保有目的、配当利回り、その他の保有に伴う便益・リ

スク等を総合的に勘案し、保有の適否を検証しております。 

 

（議決権行使基準） 

保有株式の議決権行使にあたっては、議案の内容、発行会社のコーポレートガバナンス体制や財務状況など経営内容を総合的に

勘案し、保有目的との関連における合理性、当社グループや発行会社の企業価値に与える影響などを基準に議決権を行使してお

ります。 

 

４． 関連当事者間取引 

当社は、関連当事者間の取引が株主共同の利益を害することがないよう、取締役会規則において、「取締役・監査役と会社間の取

引または取締役・監査役が第三者のために会社とする取引その他会社と取締役・監査役との利益相反する取引の承認」および「主

要株主ほか関連当事者と会社間の取引の承認」を決議事項として規定しております。当該取引の承認に際しては、取締役会決議

の前に、社外取締役を含むガバナンス委員会に諮問する監視体制としております。 

 

Ⅱ．株主以外のステークホルダーとの適切な協働 

１． 企業理念 

伝統と革新の融和の上に立ち、チャレンジ、クリエイト、コオペレイトの精神をモットーに、有形・無形のサービスを広く社会に提供する

ことにより、日本および世界経済の発展に貢献しつつ、株主に報いながら、お客様、協力会社との共存共栄を実現するとともに、従

業員一人ひとりが充実した自己実現をはかり得る企業風土を醸成する。 

 

２． 中期経営計画 

当社は、当社の持続的な成長と発展をはかるため、今後の成長戦略を踏まえた中期経営計画を策定・公表しております。 

澁澤グループ中期経営計画の策定について 

httpｓ://www.shibusawa.co.jp/lib/pdf/ir/20170512-1.pdf 

３． 行動規範 

当社は、「行動規範」を制定し、全役職員が株主、取引先をはじめとするステークホルダーを尊重し、遵法的かつ倫理的な態度と

行動をとるように律しております。 

 

４． コンプライアンス 

当社は、「企業倫理推進プログラム」を制定し、法令遵守・企業倫理の推進活動の中核としてコンプライアンス委員会を設置しており

ます。コンプライアンス委員会は、定期的に会議を開催し、問題点の検討と解決策の討議を行うほか、次の活動を行います。 

・「行動規範」の管理と改訂の立案 

・役職員等のコンプライアンス意識の調査と意識向上のための活動 

・法令等の遵守と倫理に関する教育訓練計画の立案・実施 

・法令等の遵守と倫理に関する情報の収集およびリスクの想定 

・問題発生が予想される場合の関係者との協力による未然防止 

・法的、倫理的緊急事態発生時の被害軽減措置と再発防止策の立案 

http://www.shibusawa.co.jp/lib/pdf/ir/20170512-1.pdf
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・活動状況、決議事項および問題点の取締役会、経営執行会議への適時の報告 

また、企業倫理推進プログラムにおいて、法令等の遵守に関する相談や問題の通報を受け付ける窓口として、社内および社外に

「ヘルプライン」を設置し、公益通報者保護法に対応しております。 

 

５． 環境保全活動 

当社は、営業管理部に環境・品質管理課を設置し、グループ全体の環境保全の取組に関する考え方を具体化するため、推進母

体となって活動を行っております。また、環境問題へのより一層の取組として、事業活動における環境負荷の低減に努めることとし、

取締役会決議により「環境基本方針」を制定しております。また、各種認証の取得やエネルギー使用量等のモニタリングなどその活

動状況について取締役会へ報告しております。 

 

６． 多様性の確保 

当社は、女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保について、職場環境の整備やワークライフバランスの実現に向けたさまざまな

支援を実施してまいります。 

 

Ⅲ．適切な情報開示と透明性の確保 

当社は、法令および金融商品取引所が定める開示ルール遵守の徹底をはかるとともに、株主をはじめとするそれぞれのステークホ

ルダーが公平かつ適切に、非財務情報を含む重要情報を認識出来るよう、当社ウェブサイトなどを通じて情報開示を実施してまい

ります。 

 

Ⅳ．取締役会等の責務 

１． コーポレートガバナンス体制 

当社は、監査役会設置会社として、経営執行会議による迅速な経営の意思決定と、独立性・専門性の高い社外取締役を含む取

締役会および独立性・専門性の高い社外監査役を含む監査役会、会計監査人および内部監査部門との連携によるチェック機能

の強化により、法令の遵守と透明性の高い経営を実現することが出来るとの判断に基づき、現状の体制を採用しております。また、

取締役会の意思決定機能のより一層の充実と監督機能の強化をはかることを目的に、執行役員制度を導入しております。 

 

２． 取締役会および取締役 

（取締役会の概要） 

当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む 6 名の取締役により構成され、社外監査役 3 名を含む監査役 5 名の出席のもと、原

則として月 1回開催し、経営に関する重要事項の決議のほか、業務執行に係る重要事項や業績の進捗状況の報告等を行っており

ます。なお、取締役の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できる経営体制を構築するため、取締役

の任期は 1年にしております。また、社外取締役および社外監査役については、性別を問わず、当社の「社外役員の独立性判断基

準」（別紙 1）に基づき選任を行い、企業経営者、弁護士、税理士等の多様な専門性と豊富な経験および優れた見識により、取締

役会において独立した中立の立場から意見を述べております。 

 

（ガバナンス委員会） 

取締役会の諮問機関として、取締役会長、取締役社長、社外取締役 2 名以上の委員により、取締役候補者の指名・取締役の解

任議案、取締役社長の選定・解職、取締役の報酬、取締役社長の後継候補者、関連当事者間取引の各事項に関して協議を行う
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ガバナンス委員会を設置しております。 

 

（経営陣に対する委任の範囲） 

当社の取締役会は、法令または定款に定めのあるもののほか、取締役会規則の定めるところにより、経営方針および重要な業務執

行を決議するとともに、取締役の職務執行を監督しております。取締役会においては、「株主総会に関する事項」、「取締役、監査

役に関する事項」、「財務に関する事項」、「株式および社債に関する事項」、「重要な業務に関する事項」を決議することとしており、

「重要な業務に関する事項」の決議については、取締役会規則で一定の基準を定め、経営執行会議へ委任しております。 

 

（役員兼任） 

当社の取締役および監査役が、他の上場会社の役員を兼任している場合には、有価証券報告書において、その兼任状況について

の開示を行っております。また、取締役が他社役員を兼任する際には、取締役会において、「取締役の他社役員兼務の承認」を決

議しております。 

 

３． 監査役会および監査役 

当社の監査役会は、社外監査役 3名を含む 5名により構成され、原則として毎月 1回開催し、監査役相互の情報の共有をはかっ

ております。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役会のほか重要な会議にも出席し意見を述べるなど、取締役

の職務執行を監査しております。 

 

４． 指名と報酬の方針と手続 

（取締役・監査役候補者の指名、取締役社長の選定・解職および取締役の解任議案に関する方針と手続）  

当社の取締役候補者は、会社業務に精通し、かつ、会社経営に必要な広範な知識を有し、会社の重要な業務執行を決定するの

に十分な判断力を有している者から、人格、見識等を総合的に勘案して適切な人材を指名し、ガバナンス委員会への諮問を経た

のち、取締役会で決定しております。当社の監査役候補者は、監査役としての職務能力や経験等を勘案し、監査により会社の健全

で持続的な成長を確保し得る人材を指名し、監査役会の同意を得て取締役会で決定しております。また、社外取締役・社外監査

役候補者については、豊富な経験と優れた見識に加え、当社の「社外役員の独立性判断基準」を充足する者を指名しております。 

また、取締役社長の選定については、後継者候補の中から人格、見識等を総合的に勘案し、最もふさわしい者を指名し、ガバナン

ス委員会への諮問を経たのち、取締役会で決定しております。取締役社長の解職および取締役の解任議案については、著しく適性

を欠く場合には、ガバナンス委員会への諮問を経たのち、取締役会で決定しております。 

 

（役員報酬に関する方針と手続） 

当社の取締役の報酬は、固定報酬と業績目標の達成度によって変動する業績連動報酬によって構成されております。取締役の報

酬は、株主総会の決議によって定められた報酬総額の範囲内で取締役会が決定しており、各取締役への配分および目標達成度

の評価の決定に際しては、透明性・公平性を確保するために、ガバナンス委員会の審議を経ております。監査役の報酬は、その総

額を株主総会の決議によって定め、各監査役への配分については、監査役の協議により監査役会で決定しております。なお、業務

執行から独立した立場である社外取締役および監査役については、業績連動報酬は相応しくないため固定報酬のみとしております。

また、当社は、中長期的な業績を反映させる観点から、上級執行役員以上を対象とする役員持株会制度を設けております。職位

に応じて報酬から一定額を拠出することとしており、当制度が健全な動機付けに資するものと考えております。 
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５． 役員のトレーニング方針 

取締役および監査役のトレーニングについては、その期待される役割や責務を適切に果たすことを目的として、社内の取締役およ

び社内の監査役（以下総称して社内役員という）と、社外の取締役および社外の監査役（以下総称して社外役員という）に分け、以

下のトレーニングを実施いたします。 

（社内役員） 

・原則月 1回、顧問弁護士による会社法、その他の重要法規に関するレクチャー 

・原則年 1回、会社業務の重要な事項に関する外部セミナーへの参加あるいは外部講師を招聘したレクチャー 

（社外役員） 

・就任時における過去 3 事業年度分の招集通知、有価証券報告書および報告書等の手交と、管轄各部所による当社業務全般に

関する説明 

・適宜、当社業務への理解を深めるための物流現場への視察 

 

６． 会計監査人 

当社は、会計監査人の適正な監査のため、経営陣との面談や内部監査部門との連携など適切な対応に努めるとともに、十分な監

査時間を確保します。また、監査役会は、会計監査人の独立性および監査の品質を適切に評価するための基準を策定し、会計監

査人がこの基準を満たしているか否かを確認しております。 

 

Ⅴ．株主との対話 

１． 株主・投資家との建設的な対話に関する方針 

当社は、株主・投資家との対話において、経営方針および経営状況、事業戦略等を適切に説明するとともに、株主・投資家の意見

や要望を参考にしながら、持続的な成長と企業価値の最大化をはかることとし、対話を促進するために以下の体制で取り組んでま

いります。 

・取締役社長が全体を統括し、管理部門管掌役員が IR 担当取締役として総合企画部、総務部等の IR 活動に関連する部所を管掌

し、各部門間の連携をはかる。IR担当窓口は総合企画部とする。 

・株主・投資家からの面談の申し込みに対しては、希望と面談の主な関心事項も踏まえた上で、合理的な範囲で、社外取締役を含

む取締役あるいは経営陣幹部が対応する。 

・個別面談の他、年 2回（中間・期末決算後）決算説明会を開催し、説明会資料は当社ウェブサイトで公開する。 

・株主・投資家との対話の中で把握した重要な意見や要望事項については、経営執行会議および取締役会において報告する。 

・株主・投資家との対話に際しては、社内規程である「内部情報管理および内部者取引規制に関する規程」に則り適切に対応する。 

 

２． 実質株主の把握 

当社は、原則として年 2回、実質株主調査を実施し、株主構造の把握に努めております。 

 

Ⅵ．企業年金の積立金の運用 

当社は、企業年金の積立金の運用にあたっては、「年金資産の運用に関する基本方針」を定めており、同基本方針に則り、「責任あ

る機関投資家」の諸原則（日本版スチュワードシップコード）の受け入れ表明している運用機関にその運用を委託しております。個別

の投資先選定や議決権行使については運用機関に一任しており、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

ています。 
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年金資産を管理する担当者は、投資機関等が開催する各種セミナーに出席するなどして必要な業務知識を習得し、運用機関によ

る年金資産の運用状況を定期的にモニタリングしております。 

以 上 

 

 

2015年（平成 27年） 11月 1 日 策定 

2016年（平成 28年） 6 月 1 日 改訂 

2017年（平成 29年） 6 月 29日 改訂 

2018年（平成 30年） 6 月 28日 改訂 

2018年（平成 30年） 11月 1 日 改訂 
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別紙 1  

「社外役員の独立性判断基準」 

 

当社は、社外取締役および社外監査役（以下、総称して社外役員という）の独立性に関する判断基準を以下のとおり定める。社外役

員が、以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと

判断する。 

 

1．  当社および子会社の業務執行者（注 1） 

2．  当社の主要株主またはその業務執行者（注 2） 

3．  当社が大口出資者となっている法人の業務執行者（注 3） 

4．  当社の主要な取引先またはその業務執行者（注 4） 

5．  当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者（注 5） 

6．  当社の主要な借入先またはその業務執行者（注 6） 

7．  当社の会計監査人である監査法人に所属する者 

8．  当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得て 

いる者がコンサルティングファーム、監査法人、法律事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）(注 7) 

9．  当社の業務執行者が現任の社外取締役または社外監査役をつとめている会社の業務執行者 

10．  当社から多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属 

 する者）（注 8） 

１１.  過去において上記１に該当していた者、および、過去 5年間において、上記 2から 9のいずれかに該当していた者 

12． 上記 1から 9のいずれかに該当する者の近親者（但し、1以外は重要な者に限る）（注 9・注 10） 

13． その他、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者 

 

注 1 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者および使用人をいう。 

注 2 「主要株主」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。 

注 3 「大口出資者」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。 

注 4 「当社の主要な取引先」とは、当該取引先との取引額が直近に終了した過去 3事業年度のいずれかにおいて、その事業年度 

における当社の連結売上高の 2％を超える者をいう。 

注 5 「当社を主要な取引先とする者」とは、当社に対しての取引額が当該取引先の直近に終了した過去 3事業年度のいずれかにおい

て、その事業年度における当該取引先の連結売上高の 2％を超える者をいう。 

注 6 「当社の主要な借入先」とは、直近事業年度末における借入総額が当社の連結総資産の 2％を超える金融機関をいう。 

注 7 「多額の金銭その他財産」とは、当社から受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、当社の直近に終了した過去 3事業年

度の平均で年間 1,000万円以上をいう。 

注 8 「多額の寄付」とは、当社の直近に終了した過去 3事業年度の平均で年間 1,000万円以上をいう。 

注 9 「近親者」とは、配偶者、2親等以内の親族をいう。 

注 10 「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部門責任者等の重要な業務を執行する使用人をいう。 

以    上 


