
所有する当社普通株式の数　138,800株
取締役会出席回数　14回／14回
重要な兼職の状況
（株）コスモスイニシア 社外取締役

所有する当社普通株式の数　ー株
取締役会出席回数　ー
重要な兼職の状況　ー

所有する当社普通株式の数　25,200株
取締役会出席回数　14回／14回
重要な兼職の状況　ー

所有する当社普通株式の数　33,700株
取締役会出席回数　ー
重要な兼職の状況
（株）エコア 取締役

所有する当社普通株式の数　ー株
取締役会出席回数　ー
重要な兼職の状況　ー

所有する当社普通株式の数　18,600株
取締役会出席回数　14回／14回
重要な兼職の状況
四五六法律事務所 代表弁護士
全国信用協同組合連合会 監事
青山学院大学 名誉教授

所有する当社普通株式の数　11,100株
取締役会出席回数　14回／14回
重要な兼職の状況
公益財団法人 文字・活字文化推進機構 評議員
学校法人 順心広尾学園 理事
NPO法人 絵本文化推進協会 理事

所有する当社普通株式の数　ー株
取締役会出席回数　ー
重要な兼職の状況
（株）淺沼組 社外取締役
（株）ワキプリントピア代表取締役社長
ネットスクウェア（株） 顧問

所有する当社普通株式の数　900株
取締役会出席回数　11回／11回
重要な兼職の状況
（株）パン・パシフィック・インターナショナルホール
ディングス 社外取締役
東京都市サービス（株） 監査役

所有する当社普通株式の数　16,100株
取締役会出席回数　ー
重要な兼職の状況
（株）エコア 監査役
エネクス・アセットマネジメント（株）監査役

所有する当社普通株式の数　ー株
取締役会出席回数　14回／14回
重要な兼職の状況
三井化学（株） 社外監査役

所有する当社普通株式の数　ー株
取締役会出席回数　11回／11回
重要な兼職の状況
岩本法律事務所 代表弁護士
アキレス（株） 社外取締役

常勤監査役
久保 勲

常勤監査役
葛山 修治

取締役
山根 基世

監査役
德田 省三

取締役
森川 卓也

監査役　
岩本 昌子

代表取締役社長
岡田 賢二

取締役 兼 執行役員
今沢 恭弘
CFO 兼 CIO 兼 
コーポレート
第1部門長

代表取締役副社長
吉田 朋史

取締役
佐伯 一郎

取締役 兼 専務執行役員
若松 京介
CCO 兼 
コーポレート
第2部門長

取締役 兼 常務執行役員
内海 達朗
ホームライフ部門長

社外 独立 社外 独立 社外 独立 社外 独立社外

社外 独立

※ 所有する当社普通株式の数は2022年3月末現在
※ 独立 は東京証券取引所が定める独立役員
※ 取締役会出席回数は、2021年度の出席回数／開催回数

伊藤忠商事（株）において、主に金融・保険・
物流・不動産分野に従事し、同社代表取締役
を経て、2012年6月当社の代表取締役社長
に就任しました。従来の経営体制を踏まえつ
つ、業務構造・社内制度の刷新、新事業分野
の進出などを推進し、当社の成長・業績向上
に貢献しています。

伊藤忠商事（株）において、主に生活資材・
建設・物流、情報・金融・保険関連事業に従事
し、これらの豊富な業務経験を通じて培った
経営手腕とグローバルな事業経営に関する
幅広い見識を有しており、2022年6月より
当社の代表取締役副社長に就任しました。

入社以来、主にLPガス関連事業に従事し、当
社グループ会社である伊藤忠エネクスホーム
ライフ東北（株）の代表取締役、当社ホームラ
イフ部門長等を経て、現在コーポレート第2
部門長を務めており、当社及び当社グループ
会社における豊富な業務経験と、企業経営に
関する幅広い見識を有しています。

入社以来、主にLPガス関連事業に従事し、
当社グループ会社である伊藤忠エネクス
ホームライフ東北（株）の代表取締役を経
て、現在ホームライフ部門長を務めており、
当社及び当社グループ会社における豊富な
業務経験と、企業経営に関する幅広い見識
を有しています。

伊藤忠商事（株）において、長年にわたり、国
内外で主に財務、経理、リスクマネジメント、
監査関連業務に従事し、豊富な業務経験と
管理業務に関する幅広い見識を有しており、
2022年6月より当社の新任取締役に就任
し、CFO（兼）CIO（兼）コーポレート第一部
門長となりました。

弁護士及び大学教員としての専門的知見
と企業法務に関する豊富な経験に加えて、
（株）日本債券信用銀行（現：（株）あおぞら
銀行）において培った金融や財務についての
深い見識をもとに、客観的・専門的な視点か
ら、当社の経営への助言や業務執行に対す
る適切な監督を行っています。

長年にわたり、放送業界において、組織運営
や人材育成等に携わるとともに、社会貢献・
文化活動に関する有識者委員等を歴任し、こ
れらの活動を通じて、社会・文化全般に対す
る高い見識を有しています。当該見識と、そ
の経歴を通じて培った多様な視点に基づき、
当社の取締役に就任しています。

長年にわたり、文具・オフィス機器業界にお
いて、事業戦略、海外事業及び新規事業等の
立ち上げ等、幅広い業務に従事し、これらを
通じて培った事業経験と経営管理の豊富な
知識を有しており、2022年6月より当社の
新任取締役に就任しています。

伊藤忠商事（株）において、長年にわたり、経
営企画、監査関連業務に従事し、同社常務執
行役員監査部長を経て、（株）ファミリーマー
ト取締役専務執行役員CSO、経営企画本部
長を歴任し、経営管理に関する豊富な知見
を有しており、当社の社外監査役に就任して
います。

入社以来、主にLPガス、熱供給関連事業に
従事し、当社グループ会社の代表取締役を
歴任したことにより、当社及び当社グループ
会社における豊富な業務経験と、経営管理に
関する豊富な知見を有しており、2022年6
月より当社の新任監査役に就任しています。

公認会計士としての専門的知見と企業会計
に関する豊富な経験に加えて、監査法人に
おいて培った深い見識をもとに、客観的・専
門的な視点から、監査役に就任し、当社の経
営への助言や業務執行に対する適切な監督
を行っています。

弁護士としての専門的知見と企業法務に関
する豊富な経験に加えて、アキレス（株）にお
ける社外役員経験を通じて培った深い見識
をもとに、客観的・専門的な視点から、監査役
に就任し、当社の経営への助言や業務執行
に対する適切な監督を行っています。

経営全般

営業マーケティング

ESG SDGs

財務経理

法務コンプライアンス

人事労務

国際性

他業種の知見

経営全般

営業マーケティング

ESG SDGs

財務経理

法務コンプライアンス

人事労務

国際性

他業種の知見

役員一覧 （2022年8月31日現在）
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コーポレートガバナンス・コードの
対応状況について

　当社は、東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・
コード」が標榜する「攻めのガバナンス」の趣旨に賛同し、
経営者による健全なリーダーシップの発揮と、透明で公
正な意思決定に向けた対応を行っており、全ての項目に
対応しています。

コーポレート・ガバナンス体制

　当社は、取締役会設置会社、監査役（監査役会）設置会
社です。取締役会は、法令、定款及び「取締役会規程」そ
のほかの社内規程などに従い、重要事項を決定するとと
もに、取締役の職務執行を監督しています。取締役は取
締役会が決定した役割に基づき、法令、定款、及び社内規
程に従い、担当業務を執行しています。取締役会の意思
決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図
るため、執行役員制度を採用しています。執行役員は、取
締役会の決定のもと、取締役会及び代表取締役の委任に
基づき、担当職務を執行しています。

コーポレート・ガバナンス体制（2022年6月21日現在）

会計監査人

選任・解任

会計監査 監　査

社　長

監査部

CCO

CFO

CIO

監査・報告

諮問・答申

選定・監督

報　告

報　告

報　告

報　告

内部監査

相　談

株主総会

構成  社内取締役5名、社外取締役3名の合計8名
（内、女性1名、社外取締役比率37.5%）

法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に
従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務執
行を監督しています。取締役は取締役会が決定した役
割に基づき、法令、定款、及び社内規程に従い、担当業
務を執行しています。

2021年度開催14回取締役会

取締役会
（取締役）

監査役会
監査役

構成  常勤監査役2名、非常勤監査役2名の計4名
（内、社外監査役3名）

「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役
の職務執行の適正性を監査しています。監査方針、監
査役の選任、報酬等の決議／監査結果の報告／代表取
締役との意見交換等を行っています。主要なグループ
会社の監査役で構成するグループ監査役会を設置・開
催するなど、連結グループ会社監査役との協働に注力
して活動しています。

2021年度開催14回監査役会

経営会議

社長及び取締役会による適切かつ機動的な業務執行
に関する意思決定に資することを目的に設置しており、
経営会議は社長の諮問機関として、会社の全般的経営
方針及び経営に関する重要事項を協議しています。

2021年度開催23回経営会議

サステナビリティ委員会

経営会議の諮問機関として、長期的視点のサステナ
ビリティ方針・課題・対策等を審議・モニタリングし、グ
ループ全体におけるサステナビリティ経営戦略を実
行・牽引するため、2021年5月に発足しました。

2021年度開催7回サステナビリティ委員会

開示委員会

取締役会・経営会議の情報開示諮問機関として、当社
グループにおける重要な会社情報を網羅的かつ迅速
に収集し、開示の要否と内容の正確性、明瞭性、十分
性、公正性並びに積極性を審議し必要な情報の公開を
行えるよう、審議・検討を行っています。

2021年度開催5回開示委員会

内部統制委員会

内部統制システムを適正に運用するため、基本方針に
定める各項目について半期ごとに内部統制システムの
構築・運用状況を検証しています。内部統制委員会に
おける審議結果については、取締役会に報告され、取
締役会において、内部統制システムの構築・運用状況
について最終的な評価を行っています。

2021年度開催7回内部統制委員会

リスクマネジメント委員会

経営に重大な影響を及ぼすリスクの洗い出し･分析、対
策、発生・顕在化の予防・周知といったリスクマネジメン
トに関する事項を審議し、継続的に管理を強化するこ
とでリスクの軽減を図っています（政策保有株式に係
る投資レビュー及び保有意義の検証などを含む）。

2021年度開催6回リスクマネジメント委員会

ガバナンス委員会

構成  独立役員3名（社外取締役3名）、社内取締役2
名の合計5名

取締役会の監督機能を強化し、意思決定プロセスの透
明性を高めるため、取締役会の任意諮問機関としてガ
バナンス委員会を設置しています。取締役及び執行役
員の指名・報酬、関連当事者（支配株主を除く）との重
要な取引・行為、その他企業統治に係る事項の審議・検
討を行っています。

2021年度開催13回ガバナンス委員会

特別委員会

構成  独立役員5名（社外取締役3名、社外監査役2
名）の合計5名

2021年10月29日より取締役会の新たな任意諮問機
関として、独立社外取締役を含む独立性を有する者で
構成された特別委員会を設置し、支配株主と少数株主
との利益が相反する重要な取引・行為の審議・検討を
行っています。

2021年度開催1回特別委員会

コーポレート・ガバナンス

各部門・グループ会社

法律やグループ行動宣言に自身が抵触したとき、また抵
触しそうなとき、あるいは役員並びに他の従業員が違反
行為を行い、それを指摘できない場合や違反が発生す
るおそれがあると判断した場合は、速やかに連絡できる
よう社内と社外に内部通報窓口を設置しています。

社外相談窓口

社外相談窓口
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取締役会の実効性評価

　当社は2021年度の取締役会全体としての実効性に関
して、各取締役の自己評価をベースに、取締役及び監査役
全員を対象に取締役会の構成、運営状況、支援体制等に
ついて意見を求め、これらの意見とともに第三者評価機
関による評価・分析も参考にし、ガバナンス委員会で審議・
検討のうえ、取締役会において分析、評価を実施しました。

2021年度の取締役会での主な審議内容

中期経営計画の策定
 重要性の高い投資案件 
（群馬県高崎市におけるメガソーラーの取得など）
グループサステナビリティ方針策定と重要課題特定
他社との取り組み
コーポレートガバナンス

社外役員の選任について

　経営、法律、会計、エネルギーなど各専門分野の知見を有し、様々な観点から当社の経営や業務執行の監督に貢献する
ことが期待される者を選任することで、当社の企業価値の向上につなげたいと考えています。

社外取締役

氏名 2021年度
取締役会出席状況 選任理由

佐伯 一郎 14 / 14

弁護士及び大学教員としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、（株）日本債券信用銀行
（現（株）あおぞら銀行）において培った金融や財務についての深い見識をもとに、客観的・専門的な視点か
ら、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断したため。なお、金融商品
取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。

山根 基世 14 / 14

長年にわたり、放送業界において、組織運営や人材育成などに携わるとともに、社会貢献・文化活動に関する
有識者委員などを歴任し、これらの活動を通じて、社会・文化全般に対する高い知見を有しています。当該知
見と、その経歴を通じて培った多様な視点に基づき、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督
に寄与いただけると判断したため。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしてい
るものと判断しています。

森川 卓也 2022年6月21日
就任

長年にわたり、文具・オフィス機器業界において、事業戦略、海外事業及び新規事業等の立ち上げ等、幅広い
業務に従事し、これらを通じて培った事業経験と経営管理の豊富な知識を有しており、当社の経営への助言
や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断したため。なお、金融商品取引所及び当社の定め
る独立性判断基準を満たしているものと判断しています。

社外監査役

氏名 出席状況 選任理由取締役会 監査役会

久保　勲 11 / 11 12 / 12

伊藤忠商事（株）において、長年にわたり経営企画、監査関連業務に従事し、同社常務執行役員監査部長を経て、
（株）ファミリーマート取締役専務執行役員CSO、経営企画本部長を歴任し、経営管理に関する豊富な知見を
有しており、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監査に寄与いただけるものと判断したため。な
お、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たさないため、独立役員には指定していません。

德田 省三 14 / 14 14 / 14

公認会計士としての専門的知見と企業会計に関する豊富な経験に加えて、監査法人において培った深い見
識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監査に寄与いただ
けると判断したため。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断し
ています。

岩本 昌子 11 / 11 12 / 12

弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、アキレス（株）における社外役員経験を
通じて培った深い見識をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な
監査に寄与いただけると判断したため。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たして
いるものと判断しています。

※久保 勲氏・岩本 昌子氏は2021年6月16日開催の第61回定時株主総会において選任されたため、取締役会及び監査役会の回数が他役員と異なります。

社外役員の選任理由

事業所等の現場視察

当社グループの事業理解、現場従業員との交流を目的に、2017
年度より全国にある事業所等の視察を行っています。ここ数年は
新型コロナウイルス感染症の影響により、リモートや関東圏内で
の実施が続いていましたが、2022年7月に感染防止対策を取り
ながら、九州・山口エリアでの視察を実施しました。現場視察では、
毎回社外役員から様々な質問が出ており、都度現場スタッフが生
の声で回答しています。
写真 1  当社グループ会社の（株）エコアのショールーム見学。
写真 2   当社グループ会社の防府エネルギーサービス（株）の発電所

内にて。

社外役員事前説明会の開催

取締役会上程案件について、各案件への理解を深めた上で取締役
会の議論を行えるよう、上程の2営業日前に事前の社外役員向け説
明を実施しています。事前説明会では、上程案件ごとの責任者が説
明しており、様々な質疑が交わされています。

グループ会社社長会への参加

主要な当社グループ会社の社長が集まり、各社の取り組みや意見
交換・交流を行うグループ会社社長会に、社外役員も参加してい
ます。現場視察同様、新型コロナウイルス感染症の影響でリモートで
の開催となっていましたが、2022年度は感染防止対策を取りながら
会場開催を行う予定です。
写真 3  2019年度に開催されたグループ会社社長会の様子。

決算説明会への参加

投資家やマスコミなど、ステークホルダーから直接意見を聞ける機会
として、コミュニケーション内容を知ってもらうため、社外役員も陪席
しています。近年においては、参加者同様、オンラインにて参加して
います。
写真 4  2022年5月に開催した決算説明会の様子。

経営方針発表会への参加

上期・下期それぞれの初めに、全社及び各部門の経営方針を発表・
共有する経営方針発表会においても、社外役員が陪席しています。
2022年4月の発表会では、オンラインも活用し、海外駐在員等含む
約120名が参加しました。
写真 5  オンライン参加者の顔も映して実施（写真は吉田副社長）。

評価手法 アンケート及び個別ヒアリング評価

評価対象  2021年4月から2022年3月までに開催された
取締役会（計14回）

評 価 者 2022年3月末時点の取締役及び監査役の全員

実施概要  「取締役会の構成（6項目）」「取締役会の運営
（14項目）」「取締役会を支える体制・株主との
対話（7項目）」「役割・責務を全うする体制（5項
目）」に関する設問及び自由記入によるアンケー
ト（無記名式で透明性を確保）を実施。このアン
ケートの集計結果を踏まえ、評価者全員に個別
インタビューを実施。

評価結果 取締役会の実効性は概ね評価されていると判断。

課 題 中長期・戦略に関する審議の充実

取締役会の議論活性化のための社外役員への取り組み

　当社グループでは、社外役員が当社グループの理解を深めること
で、経営監督機能の実効性を一層高め、取締役会での議論活性化、透明
性・実効性のあるガバナンス体制とするため、様々な取り組みを実施
しています。

独立役員会議の開催

独立役員で構成された独立役員会議を実施しています。独立的な
見解を審議する場として、定期的に開催しています。
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取締役報酬の決定方針・手続

基本方針
　当社の取締役の報酬は、経営理念を実践する優秀な人
材を登用できる報酬とし、持続的な企業価値の向上を動
機づける報酬体系としています。個々の取締役の報酬の
決定に際しては各役職及び職責を踏まえた適正な水準と
することを基本方針とします。

取締役報酬制度

　業務執行取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬
（月例報酬）と、業績に応じて変動する業績連動報酬で構
成されます。非業務執行取締役の報酬は、その役割と独
立性の観点から、固定報酬である基本報酬（月例報酬）の
みで構成されます。

報酬の内容

個人別報酬の決定に関する方針等

　個人別報酬については、機動的に報酬額を決定するた
め、あらかじめ定められた支給基準に則り、代表取締役社
長である岡田賢二がその具体的内容について委任を受け
るものとしています。「報酬構成」「基本報酬」「賞与」の変
更は、ガバナンス委員会へ諮問のうえ、取締役会へ事前に
報告するものとし、「株式報酬」は取締役会又は株主総会
にて承認を得るものとしています。取締役報酬の個人別

配分全般について、ガバナンス委員会は年1回以上報告
を受け、本方針に沿って適切な運用がなされていることを
確認し、客観性・公正性・透明性を担保する体制としていま
す。取締役会は、ガバナンス委員会から、審議・検討の結果、
取締役の個人別の報酬等の内容が本方針に沿って適切な
運用がなされている旨の答申を受け、取締役会において
も本方針に沿うものであると判断しています。

報酬の種類 報酬の内容

A

基本報酬
外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し、それぞれの役職及び職責に応じて、月額の
定額を決定

B

賞 　与

 短期業績報酬として、業務執行取締役及び執行役員に対して、単年度の業績指標や目標達
成度等に連動する賞与を毎年一定時期に支給
 業績指標は、単年度の当社株主に帰属する当期純利益（連結）の目標値に対する達成度
 基本報酬に全社業績、部門業績、部署業績の達成状況に応じた一定の係数を乗じ、定性評
価を行ったうえで金額を決定

※ 定性評価については、代表取締役社長が各業務執行取締役における目標達成度合い等（担当領域における課題対応の進
捗、経営幹部の人材育成、コンプライアンスの浸透状況等の観点）を勘案し総合的に判断を行う。

C

株式報酬

 本報酬は当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを
目的とし、中長期業績連動報酬として、業務執行取締役に対して、中期経営計画の当期純利
益、取締役の役位及び在任月数に応じてポイントを付与し、退任時に付与されたポイント数
に相当する数の当社普通株式を支給
 支給する株式数は、上記付与されたポイント数に1.0を乗じた数

（注） 上記のうち、業績連動報酬である「賞与」及び「株式報酬」において全社業績に連動する評価指標は、指標としてのシンプルさ、当社経営管理上の数値
目標（株式報酬については、中期経営計画において設定される定量目標）との平仄、並びに他社動向等から判断し、当社株主に帰属する当期純利益を
採用しています。なお、2021年度における当社株主に帰属する当期純利益は、131億9千4百万円です。

A 基本報酬 63% B 賞与 32% C

固定報酬 63% 業績連動報酬 37%

株式報酬 5%

役員報酬の構成（業務執行取締役の場合）

業務執行と内部統制
リスクマネジメント

リスクマネジメント委員会
　様々なリスクの脅威が増大する中、リスクマネジメン
ト委員会が中心となり、経営に重大な影響を及ぼすリ
スクの洗い出し・分析、対策、発生・顕在化の予防・周知

といったリスクマネジメントに関する事項の審議を実施
しながら、継続的に管理を強化することでリスクの軽減を
図っています。

本社BCP訓練の模様（集合とオンライン参加の併用で2021年9月開催）

リスクマネジメント　https://www.itcenex.com/ja/csr/governance/riskmanagement/

事業等のリスク（有価証券報告書内）　https://www.itcenex.com/ja/ir/doc/security_report/t80pff0000007sze-att/20220621a.pdf

内部統制システムに関する基本方針　https://www.itcenex.com/ja/corporate/governance/control/ 

緊急時の体制
　グループ内において事故やリスクが顕在化した場合、
正確な情報を把握して的確に対処するために報告ルー
トを整備しています。また、地震、台風、大雨などの自然
災害が発生した場合にグループ内の安否確認、施設や

取引先の被害状況を迅速に把握してライフライン確保に
対応するためにグループ会社や事業部門、社長を含めた
役員まで一貫した緊急連絡体制を整えています。

内部統制

　法令・定款に適合し、かつ適正に業務を遂行するため
に内部統制システムを構築・運用し、継続的に改善・向
上に努めています。当社グループの内部統制システム

は、2021年12月17日に改訂した「内部統制システムに
関する基本方針」において整備しています。

BCP・災害対策本部

　当社グループでは、重大な自然災害の発生に備え、
BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）
を策定しています。この計画の中核組織である
「BCP・災害対策本部」は、本部長を社長、副本部長を
副社長、主な構成メンバーをコーポレート部門の各部
長とし、大規模な災害発生時には、指揮命令系統の統
一と系統的な連携を図り、グループ一丸となって事態
に対応します。また、首都圏での大規模災害発生に備
え、同本部機能を中四国・九州エリアに移管するバック
アップ体制を構築しています。2021年度は、本社及び
代替拠点検証訓練やBCM（Business Continuity 
Management：事業継続マネジメント）の運用にむけ
て体制の構築・推進担当者向けの研修、BCP審議会
等、BCPの実効性を高めるための取組みを実施して
います。このような事業継続に関する積極的な取り組
みが認められ「国土強靭化貢献団体認証（レジリエン
ス認証）」を取得しました。
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コンプライアンス

推進体制

　CCO及びコンプライアンスに係る事項を統括する部
署を設置するとともに、コンプライアンスプログラムを
制定し、各部門・グループ会社にコンプライアンス責任
者・担当者を任命、コンプライアンス教育・研修の実施、
法令遵守マニュアルの作成、コンプライアンス事案発生
時の対処方法、内部通報制度の整備、並びに従業員の行
動規範の遵守に関する全ての取締役・執行役員及び使用
人からのグループ行動宣言取得など、コンプライアンス
体制の充実に努めています。

コンプライアンスの教育

　当社はコンプライアンス体制の維持、周知徹底を図る
ため、毎年、当社グループの役員、従業員を対象とした
コンプライアンスの教育研修を実施しています。特に
コンプライアンス研修については、階層別のプログラム
を適宜全国で実施しています。また、各部署及びグルー
プ会社のコンプライアンス責任者・担当者向けの教育研
修において、具体的な事案の実務対応力向上を図り、グ
ループコンプライアンス体制の強化にも努めています。

コンプライアンスの周知

　当社ではコンプライアンスに関わる周知を行うため、
定期的に発行物を作成し当社グループへ配布、社内イン
トラネットでの共有を行うことで社員のコンプライアンス
意識向上に努めています。

エネクスグループ意識調査の実施

　様々な企業や組織、団体で不正会計・横領、ハラスメン
ト、労務問題等の不祥事が発生する中、当社グループに
おいても不正やコンプライアンス事案の発生防止のた
めに、グループ内のコンプライアンス意識の実態や経営
理念の浸透度を把握すべく当社グループ会社役員及び
従業員を対象としたコンプライアンス意識調査を実施し
ています。その調査結果を基に、コンプライアンス研修や
新たな施策を講じています。

内部通報・相談窓口

　法令・社内規程違反や不適切行為、またそれらが生じ
る恐れのある場合、速やかに連絡できるよう社内と社外
に内部通報窓口を設置しています。内部通報窓口の仕組
み及び内部通報者の保護については社内のコンプライ
アンス研修で周知を行い、通報後の対応内容について透
明性を維持した的確な対処の体制を整備しています。
　また、社外に当社グループの従業員及びご家族が誰で
も利用できる、相談窓口を設置しています。この相談窓
口ではハラスメント、メンタルヘルス、からだ、くらしの相
談も受け付けています。臨床心理士、保健師、消費生活ア
ドバイザーらが対応し、心のケアや相談解決の体制を整
備しています。
　当社グループでは、内部通報者が内部通報をしたこと
を理由として、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも
受けないこと、内部通報に係る秘密保持など、事案対応
体制における当事者の責務について明確な規程を設け、
実効性のある内部通報制度を運営しています。

コンプライアンス
プログラム

コンプライアンス活動推進の目的、体制、
事件・事故発生時の対応、 内部通報窓口・
相談窓口などについて分かりやすく掲載し
ています。

コンプライアンス
事例集

不正、ハラスメント、労務関連、クレーム、法
令違反、情報漏洩といった大小様々なコン
プライアンス違反の事例と対応方法を分
かりやすく掲載しています。

ハラスメント
ガイドライン

エネクスグループの役員・従業員がハラス
メントについて正しく理解し、加害者も被
害者も出さない職場にすることを目的に、
職場における禁止事項をまとめています。

※1  コンプライアンス責任者:当社のコンプライアンス責任者は、CCOが
各部門から1名を任命する。また、グループ会社は原則当社出資50％
超の会社の社長がコンプライアンス責任者となり、当該グループ会社
が出資する出資比率50％超の子会社も統括する。

※2  コンプライアンス担当者:コンプライアンス責任者から任命され、コン
プライアンスに関わる推進、トラブル・事故・不祥事・クレームが発生し
た場合の窓口、環境保全及び土壌汚染防止の役割を担う。

社　長

CCO
経営会議

リスクマネジメント委員会人事総務部

法務審査部

コンプライアンス室
社外相談窓口

相談

各部門・グループ会社　コンプライアンス責任者

IR活動

株主総会

　2022年6月、新型コロナウイルス感染症対策を十分
に行ったうえで株主総会を開催しました。当日の様子は
株主の皆様限定で動画にて公開しています。また定期的
IR刊行物として、株主通信等も発行しています。

　2022年7月、JCRの長期発行体格付がA+（安定的）か
らAA-（安定的）、国内CP格付がJ-1からJ-1+に変更と
なりました。長期発行体格付は2018年の変更以来4年
ぶり、国内CP格付は1998年に新規取得して以来初の
24年ぶりの格上げになります。

格付

GOMEZ IRサイトランキング2021
　ブロードバンドセキュリティ
（株）が国内上場企業3,745社
のコーポレートサイトを対象に、
「WEBサイトの使いやすさ」「財

決算説明会 　当社では、年に2回、5月と11月に機関投
資家・アナリスト・マスコミ向けの決算説明会を実施して
います。新型コロナウイルス感染症流行に伴い、2020
年度からはオンラインでの開催としていましたが、2022
年5月は、会場とオンラインのハイブリッド型で開催しま
した。説明会で出た質疑応答の内容はホームページでも
公開しています。

個人投資家説明会 　2022年3月、当社で初めてのオンラ
イン個人投資家説明会を行いました。当日は当時の社長
補佐及びCFOより、事業内容のご紹介、経営戦略などを
中心にお話させていただきました。閲覧総数が1,500名
を超え、たくさんの方にご覧いただきました。

主なIR活動

　当社は、ステークホルダーの皆様への情報開示や対話を行うにあたり、関係法令及び諸規則を遵守したうえで対話によ
る双方向のコミュニケーションを大切にし、当社の経営状況や経営方針その他の情報を適示・公正・正確・明瞭かつ継続的に
説明することに努めるとともに、皆様からいただいたご要望やご意見を経営陣にフィードバックしています。

2019年度実績 2020年度実績 2021年度実績
開催日 2020年6月17日 2021年6月16日 2022年6月21日

来場者数 23名 13名 13名

対　象 格　付 見通し

長期発行体格付 A+  AA-（格上げ） 安定的

対　象 発行限度額 格付

コマーシャルペーパー 300億円 J-1  J-1+（格上げ）

2019年度実績 2020年度実績 2021年度実績
投資家等との
面談件数 33件 33件 38件

機関投資家等
向け決算説明会

年2回開催
（通算105名）

年2回開催
（通算94名）

年2回開催
（通算87名）

個人投資家
説明会 0回 0回 1回（オンライン/

1,500名以上閲覧）

※  2019年度、2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大により、個人投
資家説明会の会場開催を見合わせました。

　2022年7月27日付

JPX日経中小型株指数

　JPX総研と日本経済新聞社が共同で算出を行っている
「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される中小
型株価指数で、資本の効率的活用や投資者を意識した経
営を行っている企業が選定される指数です。当社は
2018年度より5年連続で選定されています。

日興IR企業ホームページ充実度ランキング
　日興アイ・アール（株）が国内
全上場企業3,888社のホーム
ページを対象に、企業のステー
クホルダーが情報を取得し、状

況を把握するための要素をどの程度備えているかを「分
かりやすさ」、「使いやすさ」、「情報の多さ」の3つの視点
で設定した162の客観的な評価項目に基づき、調査・選
出するIRサイト評価です。当社は、2019年度より3年連
続「最優秀サイト」に選ばれました。

務・決算情報の充実度」「企業・経営情報の充実度」「情報
開示の積極性・先進性」のカテゴリから構成される241項
目に基づき、調査するIRサイト評価です。当社は、2020
年度の銅賞から、2021年度に初の銀賞を受賞しました。

IR基本方針 
https://www.itcenex.com/ja/ir/policy/basicpolicy/
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