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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、企業価値の最大化を図るには、経営の効率化や各種のステークホルダーに対する会社の透明性・公正性の確保が必要であると考えて
おり、会社の意思決定機関である取締役会の迅速化・活性化、業務執行に対する監督機能の強化、取締役に対する経営監視機能の強化、及び
内部統制システムの整備に取り組んでおります。

【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】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社モア 1,100,000 37.83

佐藤 透 522,000 17.95

筒井　安規雄 100,000 3.44

石田　幸司 100,000 3.44

二田　俊作 100,000 3.44

リベルタ従業員持株会 98,900 3.40

北條　規 30,000 1.03

山﨑　豊和 19,000 0.65

佐藤　貴子 13,000 0.45

西名　武彦 10,000 0.34

支配株主（親会社を除く）の有無 佐藤 透

親会社の有無 なし

補足説明

株式会社モアは、当社代表取締役社長である佐藤透の資産管理を目的とする会社であり、佐藤透が全株式を保有しております。佐藤透は、株式
会社モアの保有株式数を含めると、当社の議決権の過半数を保有することとなるため、支配株主として記載しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 12 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満



直前事業年度末における連結子会社数 10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

当社は、本書開示日時点において、支配株主と取引を行う予定はありませんが、支配株主と取引を行う必要性が生じた際は、その必要性、妥当
性、取引条件等につき取締役会において十分な審議および交渉を行った上で決定することで、少数株主の保護に努めてまいります。

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

該当事項はありません。



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 員数の上限を定めていない

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 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 3 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
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

水上　亮比呂 公認会計士

西名　武彦 他の会社の出身者 △

北條　規 他の会社の出身者 △ △

※　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
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

水上　亮比呂 ○ ―

会計士としての経験を活かし、財務、会計及び
税務に精通しており、長年の経験と専門的知
見により、当社の経営に対する様々な助言及
び意見を期待し、社外取締役として選任してお
ります。また、当社との間に人的関係、資本的
関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、
独立役員として適任と判断しています。

西名　武彦 ○

当社は同氏との間で2017年５月１日より
経営全般を対象としたアドバイス等を受け
るためにコンサルティング契約（月額30万
円）を締結しておりましたが、同契約は
2018年９月をもって終了しております。

会社運営・組織運営に関する豊富な経験を有
し、当社の経営に対する様々な助言及び意見
を期待し、社外取締役として選任しております。

また、現在、当社との間に人的関係、資本的関
係、取引関係及びその他の利害関係はなく、独
立役員として適任と判断しています。



北條　規 　

2003年５月から2004年７月まで当社の社
内取締役として業務執行に関わっており
ます。

また、当社は同氏との間で2008年７月１日
より経営全般を対象としたアドバイス等を
受けるためにコンサルティング契約（月額
30万円）を締結しておりましたが、同契約
は2018年９月をもって終了しております。

会社運営・組織運営に関する豊富な経験を有
し、当社の経営に対する様々な助言及び意見
を期待し、社外取締役として選任しております。

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

なし

【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 員数の上限を定めていない

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役及び会計監査人は、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告（三様監査会議）・定期的面談の実施による監査環境等当社固有な問
題点の情報の共有化、店舗監査の立ち会い等を連携して行い監査の質的向上を図っております。

監査役及び内部監査部門は、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告（三様監査会議）、業務の効率性（財務報告の適正性を含む）の状
況、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等、ＣＳＲ経営全般について連携して監査を実施しております。

なお、当社は管理部経営管理課が内部監査の主担当部署として管理部以外の監査を担当し、商品部カスタマーリレーション課が管理部の監査を
実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

阿部　洋 公認会計士 △

山本　龍太朗 弁護士 ○

※　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

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 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

i 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）

j 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）

k 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）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m 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



阿部　洋 　

2018年６月に同氏が代表を務めるアカウ
ンティングフォース税理士事務所に対して
株価算定を10万円（税抜）で委託しまし
た。

会計士としての経験を活かし、財務、会計及び
税務に精通しており、長年の経験と専門的知
見により経営陣から独立した立場で適切な助
言を行えるものと考え、社外監査役に適任と判
断しています。

山本　龍太朗 　

当社は、山本龍太朗氏の所属する法律事
務所に在籍する別の弁護士との間で顧問
契約を締結しておりますが、山本氏本人と
の間の契約ではないこと、支払金額が僅
少であることから、同氏は、当社と特別の
利害関係を有しておらず、社外性があると
判断しております。

企業法務に精通しており、法律の専門家として
豊富な経験と高い見識を有しており、コーポ
レート・ガバナンスの観点からも望ましい人物で
あると判断しており、社外監査役に選任してお
ります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

独立性が担保されかつ取締役会において議決権のある取締役を優先的に独立役員へ選任しております。

【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

当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としてストックオプション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者
社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社
の監査役、子会社の従業員、その他

該当項目に関する補足説明

中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的

として、当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び従業員、その他(社外協力者又はこれに準じた地位を有している者等)に対して、新株予約
権を発行するものであります。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円を超える者がいないため、個別報酬の開示は行っておりません。

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

取締役及び監査役の報酬の決定については、2015年３月14日開催の株主総会で報酬等の限度額の決議を受けており、取締役年間報酬総額の
上限を150,000千円、監査役の年間報酬総額の上限を15,000千円以内としております。

取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、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、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役間の協議により決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役に関しては、必要に応じて社内に確認し、管理部経営管理課を窓口として適宜情報提供を受けることができる体制と
なっております。また、取締役会に際しては十分な熟考期間を確保できるよう取締役会資料を事前配布するとともに、必要に応じて事前説明を
行っております。



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〉

当社の取締役会は、当社の業務に精通した常勤取締役５名、社外取締役３名で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に
則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しております。取締役会は毎
月１回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。取締役会には、取締役のほか監査役も出席し、必要な意見表明及び取締役
の職務執行の監督にあたっております。

〈監査役〉

当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役１名、非常勤の社外監査役２名により監査役会を構成しております。当社の監査役はすべて社外
監査役であり、独立の立場から取締役会等の重要な会議への出席や業務内容の聴取及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執
行状況を常に監査する体制により経営監査を行っております。

〈会計監査人〉

当社は会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任し、関係法令に則り公正な会計監査を行っております。

〈経営会議〉

当社は、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議または決議し、その運営を円滑に行うため、常勤取締役および部長
以上の職位の者を構成者とした経営会議を設置しております。同会議は原則として毎月１回以上開催し、必要あるときは随時開催するものとして
おります。

〈リスク・コンプライアンス委員会〉

当社は、リスク・コンプライアンス規程を基にリスク・コンプライアンス委員会を発足させ、リスク管理に対して横断的に対応しており、年4回開催して
おります。また、発生可能性の高いリスク情報や不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を中心として臨時にリスク・コンプライアンス委
員会を開催し、適宜対応しております。リスク・コンプライアンス委員会は代表取締役1名、取締役7名(内、社外取締役3名)、常勤監査役1名、非常
勤監査役2名、内部監査担当者2名(管理部経営管理課責任者1名、商品部カスタマーリレーション課1名)、商品企画開発部門責任者3名、在庫管
理部門責任者1名の構成となっております。

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

指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社と違い取締役と監査役の役割を明確に分別すること、また取締役会、監査役会を独立させること
で当社のコーポレート・ガバナンス体制を強化できると考えたため、当社は監査役会設置会社を選択いたしました。当社の事業内容や事業形態を
鑑みて、企業統治を実効的に機能させる上で有効であると判断しております。

〔社外取締役に関する事項（社外取締役の役割・機能）〕

社外取締役は、会計士及び会社経営者・組織運営者で構成され、その経歴で培った豊富な経験や高い専門的知見を当社の経営に活かしていた
だくために選任しております。社外取締役には、当社の経営陣から独立した立場で、取締役の業務執行の監督、意思決定の適正性を確保するた
めの助言等を担っていただいております。



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

株主総会招集通知の早期発送
株主総会の招集通知については、可能な範囲で早期発送に取り組みます。

また、自社ホームページへも掲載してまいります。

集中日を回避した株主総会の設定 株主総会の日程は他社と可能な限り重複しないよう考慮いたします。

電磁的方法による議決権の行使 今後検討すべき事項と考えております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後の、機関投資家や海外投資家の比率の推移なども踏まえて、議決権電子行使プラッ
トフォームの利用等を含む議決権の電子行使を可能とするための環境作りを検討してま
いります。

招集通知（要約）の英文での提供
当社は現在、海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や
招集通知の英訳を採用していません。今後、株主構成の変化等状況に応じて検討を進め
てまいります。

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
当社のホームページ上にIRサイト専用サイトを開設し、当該サイト内で開示致
します。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
当社ホームページ内IRサイトの開設等を積極的に進めるとともに、定期的な説
明会の開催を検討しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期ごとの決算説明会を開催し、代表者自らが説明することを検討しており
ます。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
現在、当社の海外投資家の比率は低いため予定しておりませんが、今後、海
外投資家の比率が増加した場合は、海外投資家向けに定期的な説明会の実
施を検討してまいります。

なし

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ内に独立したIRページを設け、決算短信、有価証券報告
書、決算説明会資料、株主総会招集通知、株主総会決議通知等を掲載致しま
す。

IRに関する部署（担当者）の設置

当社のIR活動は 管理部経営管理課及び管理部経理財務課を担当部署として

行う予定です。

IR担当責任者：取締役管理部部長二田　俊作

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

当社は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等のステークホルダーとの協同に関し
て、企業倫理宣言を制定しており、その内容について、年１回開催する全社員参加の全社
員合宿での経営計画発表説明会にて、社長をはじめとする経営陣が直接説明・確認を行
い、全社員への浸透を図っています。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は「喜びを企画して世の中を面白くする」という経営理念のもと、社会的責任（ＣＳＲ）に
関する方針を下記の通り定め、日々実践しております。

【お客様】「お客様にはモノだけを提供するのではない」

・お客様第一主義に徹し、お客様視点による商品の継続的な品質改善、改良を行うこと

・お客様への販売活動以外のコミュニケーションも大切にし、嬉しさ、楽しさを感じていただ
けるサービスを企画実施すること

・新しい価値を創造し、ドキドキ、ワクワクする商品やサービスを企画開発すること

【従業員】「従業員が楽しめなければお客様の喜びは創れない」

・「人の可能性は平等」という価値観に立ち、学歴、国籍、性別、年齢を問わず、挑戦意欲
のある人材を積極的に採用し日本活性化に貢献すること

・従業員満足度の継続的向上

・人の成長を諦めない企業文化の浸透

【取引先様】「取引ではなく、取り組みができる関係を」

・質の高いマーケティング活動を行うために、お客様のことを共に考えられるパートナーシッ
プの関係を築くこと

・公正な取引関係により相互の信頼関係を築く

・現場の視察を徹底し自ら実態を確認する

【社会】「嬉しい、楽しいを多くの方々へ」

・人、自然が喜べる活動を積極的に行っていく

・本業の活動が同時に生活弱者への貢献に繋がる仕組みを目指す

・本業の活動を通じてスポーツ、ファッション、芸術等の文化へ貢献できる仕組みを目指す

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を
行う方針であります。



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

当社は以下のとおり、「内部統制システムに関する基本方針」を定めております。

(a)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・会社は、コンプライアンスを業務遂行上、もっとも重要な課題のひとつとして位置づける。コンプライアンス体制を整備し、その有効性を向上させる
ために、取締役会においてコンプライアンス上の重要事項を審理する。

・取締役会は、取締役会等重要な会議を通して各取締役の職務執行を監督し、監査役は取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を
監査する。

・監査役会を設置し、独立的な立場から、取締役の職務執行が適正に行われるよう監督・監査する。

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報については、法令および社内規程により適切に作成・保存する。

・取締役、監査役より閲覧の請求があれば、管理担当部門を通じてこれに応じる。

(c)損失の危機の管理に関する規程その他の体制

・「リスク・コンプライアンス規程」に則り、教育・研修等により周知徹底し、その実効性を高める。

・内部監査部門は、リスク・アプローチに基づく監査を行い、リスクを発見した場合には、速やかに代表取締役に報告し、適切な措置をとる。

(d)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

・定時取締役会を毎月１回以上開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項およびその他経営に関する重要事項を決定する。また、必要に
応じて臨時取締役会を開催する。

・常勤取締役および各部署責任者が出席し、毎月１回経営会議を開催し、業務執行の円滑化と経営の迅速化を図るとともに、各部署の運営状況
等の確認や相互牽制を図る。

(e)使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を確保する。

・内部監査部門は代表取締役直轄として、業務が法令、定款および社内規程に準拠し、ならびに企業倫理および社会規範を遵守して行われてい
るかを検証し、その結果を代表取締役および監査役に報告する。

・内部通報規程に則り、組織的または個人的な法令等違反に関する役員および従業員からの通報または相談の適正な処理の仕組みを定めるこ
とにより、法令等違反の早期発見と是正を図る。

・コンプライアンスに関する報告・相談窓口として、弁護士を社外に置く。

(f)会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

・会社の内部統制に関する体制は、子会社も含めたグループ全体を対象とする。

・会社は子会社の経営の自主性を尊重するとともに、グループ全体の業績向上に寄与するように「関係会社管理規程」を整備し、これに基づき子
会社に対し報告を求め、損失の危険の管理および子会社の取締役等の職務執行について、適法性と効率性の管理を行う。

・子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に会社開催の取締役会において報告を行うとともに、当該子会社におい
て重要な事象が発生した場合には適宜報告を求め、協議を行う。

(g)監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、ならびに当該使用人に対する指示
の実行性の確保に関する事項

・取締役会は監査役と協議のうえ、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことができる。なお、監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場
合、その指揮・命令等は監査役の下にあり、その人事上の取扱は監査役の同意を得て行い、取締役からの独立性を確保する。

・取締役は当該使用人が監査役の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底するとともに、当該使用人が監査役の職務を補助するために必要
な時間を確保する。

(h)会社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受ける者が会社の監査役に報告する
ための体制その他の監査役への報告に関する体制

・取締役および使用人、子会社の取締役、監査役および使用人は、会社およびグループ全体に重大な影響を及ぼす事項が発生し、または発生す
る恐れがあるとき、あるいは取締役および使用人による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役に報告すべき事項が生じたときは、
速やかにこれを監査役に報告する。

・監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、報告を受ける。

・会社は、監査役が取締役、使用人、子会社の取締役、監査役および使用人と常時情報交換を行う体制を整える。

(i)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・会社は、監査役へ報告を行った会社および子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行わないものとする。

(j)監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・会社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした時は、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認
められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。

(k)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、内部監査部門、監査法人等との緊密な連携および情報交換を推進するため意見交換会を定期的に開催する。

・監査役は、監査役相互の連携を図るため、監査役会を毎月１回以上開催する。

(l)反社会的勢力排除に向けた体制

・反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努める。

(m)財務報告の適正性を確保するための体制

・財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規程を整備するとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効



性向上を図る。

・財務報告に関して重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクについて識別、分析し、財務報告への虚偽記載を防ぐため、財務報告に係る
業務についてその手順等を整備し、リスクの低減に努める。

・内部統制担当者は、内部統制の欠陥に関する重要な事実等が発見された場合、遅滞なく、取締役会に報告する。また、併せて監査役へ報告す
る。

・内部監査部門は、財務報告に係る内部統制に対して監査を行い、その有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく代表取
締役に報告し、同時に監査役へ報告する。

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

当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、暴力的または法的責任を超えた不当要求行為に組織を挙げて毅然と対応することを通じて、反
社会的勢力による被害を防止することにより、健全な経営を阻害する要因を排除すること、ならびに反社会的勢力への資金提供を防止することに
より社会的責任を果たすことを目的として「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力との関係遮断活動指針及び推進体制の役割を定めて
おります。また、「取引先の属性チェックに関するマニュアル」及び「反社会的勢力排除に関するマニュアル」を元にチェック体制の整備を実施し、新
規取引開始にあたっては、事前に管理部においてQuick Screening Systemを利用した記事検索及びインターネット検索の属性チェックを徹底し、

既存取引先様の属性チェックについては、原則年1回新規取引開始時と同様のチェックを実施しております。



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

―――




