
第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

なお、第２回新株予約権は当事業年度末までに全て行使が完了しております。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注)  平成19年１月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式数を１株につ

き２株の割合をもって分割しました。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 28,000,000 

計 28,000,000 

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成25年７月31日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成25年10月28日)

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 

取引業協会名
内容

普通株式 8,994,000 8,994,000 

東京証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ 
(スタンダード)
名古屋証券取引所 
（市場第二部）

単元株式数は1,000株で 
あります。 

計 8,994,000 8,994,000 ― ― 

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金 
増減額 
(千円)

資本金 
残高 
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金 
残高 
(千円)

平成19年２月１日(注) 4,497,000 8,994,000 ― 251,577 ― 282,269 
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(6) 【所有者別状況】 

平成25年７月31日現在 

 
(注)  自己株式106,123株は、「個人その他」に106単元、「単元未満株式の状況」に123株含まれております。 

  

(7) 【大株主の状況】 

平成25年７月31日現在 

 
(注)  株主原淳氏（平成24年７月10日逝去）の所有株式数に関しましては、基準日（平成25年７月31日）現在、名義

書換未了のため、故人の名義のまま記載しております。 

  

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満 
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関
金融商品 
取引業者

その他の 
法人

外国法人等
個人 
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 3 9 20 1 ― 574 607 ― 

所有株式数 
(単元) 

― 499 71 1,514 5 ― 6,898 8,987 7,000 

所有株式数 
の割合(％) 

― 5.55 0.79 16.85 0.05 ― 76.76 100 ― 

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

ゼネラルパッカー従業員持株会 愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地 1,405,000 15.62 

株式会社ワイ・イー・データ 埼玉県入間市新光182番地 1,350,000 15.01 

原  淳 名古屋市千種区 601,000 6.68 

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 392,000 4.35 

ゼネラルパッカー取引先持株会 愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地 377,000 4.19 

高野  季久美 名古屋市名東区 364,000 4.04 

田中  かんな 名古屋市名東区 364,000 4.04 

梅森  輝信 愛知県稲沢市 223,000 2.47 

島末  孝法 愛知県北名古屋市 196,000 2.17 

滑  達彦 名古屋市昭和区 140,000 1.55 

計 ― 5,412,000 60.17 
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(8) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成25年７月31日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成25年７月31日現在 

 

  
(9) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 106,000

―
単元株式数は1,000株でありま
す。 

完全議決権株式(その他) 
 
普通株式 8,881,000 8,881 同  上 

単元未満株式 
 
普通株式 7,000 ― ― 

発行済株式総数 8,994,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 8,881 ― 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義 
所有株式数
（株）

他人名義 
所有株式数
（株）

所有株式数 
の合計 
（株）

発行済株式総数 
に対する所有 

株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
ゼネラルパッカー株式会社 

愛知県北名古屋市宇福寺 
神明65番地 

106,000 ― 106,000 1.17 

計 ― 106,000 ― 106,000 1.17 
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(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  
(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  

 
(注)  当期間における取得自己株式には、平成25年10月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。 

  
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注)  当期間における保有自己株式数には、平成25年10月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含めておりません。 

  

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 390 103,740 
   

当期間における取得自己株式 ― ― 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額 

(円)
株式数(株)

処分価額の総額 
(円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ― 

その他 
（ストック・オプションの権利行使） 

19,000 3,544,032 ― ― 
     

保有自己株式数 106,123 ― 106,123 ―
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当社の利益配分は、長期的安定と成長を維持するという観点から、当社の企業価値を増大させる再投資

のための内部留保と、株主への継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機

関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

内部留保資金につきましては、企業体質の強化や競争力強化のための人材投資、研究開発投資など将来

の発展、成長のために引き続き活用していくとともに、安定配当を維持する資金としても有効に活用して

まいりたいと存じます。 

配当政策につきましては、配当性向５０％又は純資産配当率（ＤＯＥ）２％を目安に、安定配当を堅持

しつつ、業績動向を見ながら配当金の増加を目指していく方針であります。 

なお、当事業年度の配当金につきましては、中間配当３円50銭、期末配当３円50銭、併せて年間配当７

円としております。 

また、当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会決議により中間配当を行うことができ

る旨を定款に定めております。 
  

(注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

 
  

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 
  

 
(注)  最高・最低株価は、平成22年３月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年４月１日

から平成22年10月11日までは大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであり、平成22年10月12日から

平成25年７月15日までは大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであり、平成25年７月16日

以降は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。 

  
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注)  最高・最低株価は、平成25年７月15日以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであ

り、平成25年７月16日以降は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。 

  

３ 【配当政策】

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円）

平成25年３月５日 
取締役会決議 

31,059 3.50 

平成25年10月25日 
定時株主総会決議 

31,107 3.50 

４ 【株価の推移】

回次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期

決算年月 平成21年７月 平成22年７月 平成23年７月 平成24年７月 平成25年７月

最高(円) 225 235 212 253 300 

最低(円) 130 163 145 183 225 

月別 平成25年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

最高(円) 251 244 281 300 260 270 

最低(円) 225 233 238 243 240 247 
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役 
社長

― 梅 森 輝 信 昭和26年５月18日生

昭和50年５月 当社入社 

（注）３ 227,000

平成11年３月 当社技術部部長 

平成12年８月 当社営業部営業統括部長 

平成15年10月 当社取締役営業部長就任 

平成16年９月 当社取締役営業本部長兼システム

営業部長就任 

平成17年10月 当社代表取締役社長兼営業本部長 

就任 

平成20年10月 当社代表取締役社長就任（現任） 

常務取締役
管理部兼 
資材部担当

小 関 幸 太 郎 昭和31年４月23日生

昭和54年４月 株式会社協和銀行（現 株式会社

りそな銀行）入行 

（注）３ 43,000 

平成16年４月 株式会社りそな銀行名古屋支店営

業第二部長 

平成17年７月 同社より当社に出向 

平成17年８月 当社営業本部営業管理部長 

平成19年10月 当社取締役管理部長就任 

平成23年10月 当社常務取締役管理部長就任 

平成24年10月 当社常務取締役管理部兼資材部担

当就任（現任） 

取締役 営業本部長 鈴 木 完 繁 昭和30年12月26日生

昭和49年３月 当社入社 

（注）３ 111,000 

平成６年３月 当社東京営業所長 

平成16年９月 当社営業本部東京営業部長 

平成17年10月 当社営業本部副本部長兼東京営業

部長 

平成18年10月 当社取締役営業本部副本部長兼東

京営業部長就任 

平成20年10月 当社取締役営業本部長兼東京営業

部長就任 

平成23年10月 当社取締役営業本部長就任（現

任） 

取締役 生産部担当 池 田 勇 次 昭和24年５月８日生

昭和47年４月 ライオン歯磨株式会社（現 ライ

オン株式会社）入社 

（注）３ 29,000 

平成16年７月 ライオンエンジニアリング株式会

社ＦＩシステム事業部長 

平成19年３月 同社取締役ＦＩシステム事業部長 

平成21年６月 当社社長付アドバイザー 

平成21年10月 当社取締役技術部兼開発部担当就

任 

平成23年10月 当社取締役技術部担当就任 

平成24年10月 当社取締役生産部担当就任（現

任） 

取締役
開発部長兼 
技術部担当

牧 野 研 二 昭和36年５月11日生

昭和60年３月 当社入社 

（注）３ 49,000 

平成19年３月 当社開発部長 

平成23年10月 当社取締役開発部長就任 

平成24年10月 当社取締役開発部長兼技術部担当

就任（現任） 

取締役 ― 濱 田 兼 幸 昭和24年９月20日生

昭和47年３月 株式会社安川電機製作所（現 株

式会社安川電機）入社 

（注）３ ― 

平成14年６月 同社取締役経営企画室長 

平成16年６月 株式会社ワイ・イー・データ常務

取締役開発企画部長 

平成17年３月 同社取締役社長（現任） 

平成21年１月 株式会社ワイディー・メカトロソ

リューションズ取締役社長（現

任） 

平成24年10月 当社取締役就任（現任） 
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(注) １  取締役濱田兼幸は、社外取締役であります。 

２  監査役余川善明、村橋泰志及び浅井一郎は、社外監査役であります。 

３  任期は、平成25年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年７月期に係る定時株主総会終結の時まで

であります。 

４  任期は、平成24年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年７月期に係る定時株主総会終結の時まで

であります。 

５  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

 
６  当社では、平成22年８月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、営業副本部長兼本

社営業部長 尾関津義、技術部長 長谷川成二、資材部長 齋藤辰也で構成されております。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

常勤監査役 ― 余 川 善 明 昭和22年３月26日生

昭和40年４月 名古屋国税局入局 

（注）４ 10,000

平成14年７月 清水税務署長 

平成15年７月 名古屋国税局調査部調査総括課長 

平成16年７月 名古屋国税局総務部税務相談室長 

平成17年７月 浜松西税務署長 

平成18年８月 税理士登録 

平成21年10月 当社常勤監査役就任（現任） 

監査役 ― 村 橋 泰 志 昭和15年４月７日生

昭和44年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会（現 

愛知県弁護士会）） 

（注）４ 23,000 

平成６年５月 株式会社アオキスーパー監査役

（現任） 

平成９年６月 中部証券金融株式会社監査役（現

任） 

平成14年６月 ダイコク電機株式会社監査役（現

任） 

平成14年10月 当社監査役就任（現任） 

平成15年６月 東陽倉庫株式会社監査役（現任） 

平成16年６月 アイサンテクノロジー株式会社 

監査役（現任） 

監査役 ― 浅 井 一 郎 昭和21年８月２日生

昭和44年４月 株式会社協和銀行（現 株式会社

りそな銀行）入行 

（注）４ 10,000 

平成４年12月 株式会社あさひ銀総合研究所（現 

りそな総合研究所株式会社） 

名古屋支店長 

平成15年９月 りそな総合研究所株式会社コンサ

ルティング本部取締役副本部長 

平成17年６月 同社取締役常務執行役員 

平成19年７月 あさひ経営代表（現任） 

平成20年12月 株式会社エスケーアイ監査役（現

任） 

平成21年10月 当社監査役就任（現任） 

計 502,000

 氏名 生年月日 略歴
所有株式数 

(株)

 中 江 長 栄 昭和23年５月22日生

昭和42年４月 名古屋国税局入局 

―

平成17年７月 名古屋国税局課税第一部資料調査第二課長 

平成18年７月 熱海税務署長 

平成19年７月 関税務署長 

平成20年８月 税理士登録 
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立に努め、コ

ーポレート・ガバナンスの強化を図ることを経営上の最重要課題の一つとして考えております。特に、公

正かつ透明な経営を行うために、コンプライアンスの徹底、迅速でタイムリーな経営情報の開示、説明責

任の強化が必要であると認識しております。 

この考え方に基づき、企業ビジョンとして「社会・株主・顧客・取引先・従業員の全てに対し、誠実で

透明性の高い経営を実践し、信頼され、支援される企業」を掲げ、この実現に向けた経営の実践に努めて

おります。 

  
①  企業統治の体制 

ａ  企業統治の体制の概要 

当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を設置しております。また、当社は会社法

第２条第６号に定める大会社には該当しませんが、コーポーレート・ガバナンスの一層の強化を図る

ため、会計監査人を設置しております。 

取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役６名(社外取締役は１名)で構成されており、毎月

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、経営上の意思決定の迅速化を図って

おります。 

監査役会は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名の計３名で構成さ

れており、原則として３ヶ月に１回開催する他、必要に応じて臨時に開催しております。各監査役の

取締役会への出席の他、社内重要会議への常勤監査役の出席を通じて、取締役及び取締役会の業務執

行を監視するとともに、経営全般に対して監査機能を発揮しております。 

なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。 

  
 

  

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
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ｂ  企業統治の体制を採用する理由 

取締役会及び監査役会に加えて、取締役と常勤監査役並びに幹部社員で構成する中期経営計画推進

会議や予算と実績の差異分析・進捗状況を審議する予算実績委員会を連携させることで、企業統治の

強化を図ることができていると考えております。 

また、取締役会に関する監督機能を強化するため、社外取締役を１名選任しております。 

さらに、監査役会を構成する監査役３名は、全員が社外監査役であり、独立性を確保するととも

に、取締役の業務執行に対する監視機能を十分に果たしていることから、現状の体制としておりま

す。 

ｃ  内部統制システムの整備の状況 

当社は、適法かつ効率的に業務を執行する体制を整備・維持することが重要課題と認識し、下記の

通り「内部統制システムの基本方針」を定めております。 

１  取締役及び使用人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 

(1) コンプライアンス体制を確保し誠実かつ透明性の高い企業活動を遂行するため、当社の「コ

ンプライアンス憲章」を基盤として、この憲章の運用マニュアルを冊子にまとめ、取締役及

び使用人に周知徹底を図る。 

(2) 取締役会は、コンプライアンスの推進を徹底するために、毎年「コンプライアンス・プログ

ラム」を策定し、運用する体制を構築する。 

(3) 監査役及び内部監査室は連携して、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題

の有無を調査し、問題があると認めるときは、取締役会に対して改善策の策定を求める。 

(4) 取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 

(5) 法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、「内部通報規程」を整備する

とともに、直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを社内に設置し

運用する。 

(6) 会計基準その他関連する諸法令を遵守するとともに、「経理規程」及び関連規程等を整備

し、財務報告に係る内部統制の構築と有効性向上を図る。 

２  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」を基本に、社内諸規程及び各

マニュアル等に従い適切に保存及び管理を行うとともに、必要に応じて運用状況の検証及び

規程等の見直しを実施する。 

(2) 取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。 

(3) 秘密情報の保護については、「情報セキュリティ規程」を制定して適切な管理の体制及び管

理方法を定めるとともに、外部からの不正アクセス防止措置を講じる。 

(4) 重要文書等については、セキュリティ管理されている保管庫内の耐火書庫に保存する。 

３  損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) 「危機管理規程」を基本に、社内諸規程及び各マニュアル等の整備・見直しを図り、適切な

リスク管理体制を整備し運用する。 

(2) 経営企画室において、経営活動に潜在するリスクを識別した「企業リスク分類表」を整備

し、リスクを網羅的・統括的に管理をするとともに、各組織の業務に付随するリスク管理は

当該組織が行う。 
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(3) 取締役会は、リスクが顕在化し、当社に重大な影響を及ぼすと予想される場合には、損失の

拡大を防止する体制を整える。 

４  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 

(1) 取締役会で決定した中期経営計画及び年度計画に基づいて、目標達成のために活動し、その

達成状況について毎月管理を実施する。 

(2) 「総合組織規程」にて定める業務分掌表・職務権限一覧表に基づき、職務執行を実施すると

ともに、必要に応じて運用状況の検証及び規程の見直しを実施する。 

(3) 取締役会は毎月１回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の意思

決定の迅速化を図る。 

(4) 取締役会以外に実務的な経営課題の協議の場として、中期経営計画推進会議及び予算実績委

員会を毎月開催し、適切な情報交換及び職務執行の効率化に努める。 

５  監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並

びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役は、内部監査室に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役よ

り監査業務に必要な命令を受けた場合はその命令に関し、取締役の指揮命令を受けないもの

とする。 

６  取締役及び使用人が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 

(1) 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事

項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を

速やかに報告する体制を整備する。 

(2) 監査役が取締役会及び社内重要会議に出席し、経営上の重要情報について適時報告を受けら

れる体制とするとともに、重要な議事録及び重要書類については、監査役に回覧するものと

する。また、監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求

めることができるものとする。 

７  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 

(1) 取締役は、法令・定款、並びに当社の「監査役規程」に定める監査役の職責と権限をよく理

解し、同時に監査役監査の重要性を十分認識したうえで監査役監査が有効に行われるための

環境整備を行う。 

(2) 代表取締役社長、各取締役、監査法人並びに内部監査室とは、監査役が必要に応じて意見交

換及び情報交換等の緊密な連携が図れる体制を整備する。 

(3) 監査役は必要に応じ、内部監査室、管理部ほか、社内の各部署に対し、監査に必要な資料の

閲覧・提出、質問への回答等、監査への協力を求めることができるものとし、同時に、協力

を求められた部署は必ずこれに応じることとする。 

(4) 内部監査室は、各事業年度の監査方針・監査計画について監査役と協議をするとともに、内

部監査結果を監査役に報告し、監査役監査の参考に資するものとする。 
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ｄ  リスク管理体制の整備の状況 

当社は、「リスクマネジメント体制の強化」を経営の重要課題として掲げ、企業経営を取り巻く

様々なリスクに対処するための諸施策の実施に取り組んでおります。 

リスク管理体制につきましては、危機管理規程及び関連規程・マニュアル等に基づき運用を実施す

るとともに、経営企画室において、経営活動に潜在するリスクを識別した「企業リスク分類表」を整

備し、リスクを網羅的・統括的に管理をするとともに、各組織の業務に付随するリスク管理を行って

おります。 

また、名古屋リーガルリスク研究会に加盟するとともに、弁護士等の社外専門家より具体的な提言

を受けながら、リスク管理体制の強化に努めております。 

  
ｅ  責任限定契約の内容の概要 

当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

に定める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の限度額

は、法令が規定する額としております。 

  

②  内部監査及び監査役監査 

社長直轄の内部監査室(１名)は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計

画等に基づき、必要な内部監査を実施し、監査結果を社長に報告しております。被監査部門に対して

は、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について監査後に遅滞なくヒアリングを行う

とともに、書面による報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しております。 

監査役監査につきましては、監査役３名が取締役会へ出席する他、常勤監査役１名が社内重要会議

へ出席し、意見を述べると同時に、監査計画書のスケジュールに従って、重要書類の閲覧をはじめ、

業務の全般、会計処理等が適法・適正であるか監査し、取締役へのヒアリングを実施しております。

また、内部監査を担当する内部監査室と内部監査計画策定時に、各種監査が効率的に行えるよう調整

する他、重要監査項目については連携して監査を実施しております。さらに、内部監査実施後には内

部監査室から報告を受け、抽出された課題等について協議をして対応をしております。非常勤監査役

２名は、常勤監査役より監査状況の報告を受ける他、監査役会において重要事項について協議してお

ります。 

なお、常勤監査役の余川善明氏は、税理士の資格を有しており、非常勤監査役である浅井一郎氏

は、金融業界及びシンクタンクにおいて豊富な経験をされていることから、両氏ともに財務及び会計

に関する相当程度の知見を有しております。 

内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、内部監査計画策定時において協議

を行う他、会計監査人による監査に必要に応じて監査役又は内部監査室が立ち会っております。ま

た、会計監査人の監査結果について監査役及び内部監査室は報告を受け、問題点等の確認を行い、フ

ォローも行っております。これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結

果について情報共有及び意見交換を随時行うことで、監査の実効性を確保することに努めておりま

す。 
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③  社外取締役及び社外監査役 

当社の社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。 

社外取締役の濱田兼幸氏は、当社株式を15.01％保有する株式会社ワイ・イー・データの取締役社

長を務めております。経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していた

だくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図

ることができるものと判断しております。なお当社は、同氏が取締役社長を兼務している同社の子会

社である株式会社ワイディー・メカトロソリューションズとの間で、通常の商品取引等があります

が、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。 

社外監査役の余川善明氏は、税理士として財務・会計に関する専門的知識を有しており、税理士と

しての専門的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 

社外監査役の村橋泰志氏は、弁護士として企業法務及びコンプライアンスに関する専門的な見識を

有しており、弁護士としての専門的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判

断しております。 

社外監査役の浅井一郎氏は、金融業界及びシンクタンクでの豊富な経験・見識を有しており、幅広

い見地から経営全般の監視と有効な助言をしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂

行できるものと判断しております。 

なお、当社と各社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はあり

ません。さらに、社外監査役である余川善明氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断

し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出

ております。 

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定め

ておりません。 

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との

関係については、「②  内部監査及び監査役監査」に記載のとおりであります。 
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④  役員の報酬等 

１  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

  

 
(注) １  上記には、平成24年10月25日付にて辞任した取締役１名を含んでおります。 

２  上記報酬等には、使用人兼務役員の使用人給与相当額は含まれておりません。 

  

２  役員ごとの報酬等の総額等 

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

   

３  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 

該当事項はありません。 

  

４  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 

当社の役員報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度

額を決定しております。この報酬等の限度内において、取締役の報酬額は取締役会で決定し、監査

役の報酬額は監査役の協議にて決定しております。 

  

役員区分
報酬等の総額 

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック 
オプション

賞与 退職慰労金

取締役 
（社外取締役を除く） 

70,850 57,300 ― 6,800 6,750 6 

監査役 
（社外監査役を除く） 

― ― ― ― ― ― 

社外役員 10,200 8,250 ― 1,100 850 3 
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⑤  株式の保有状況 

１  投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合

計額 

  ４銘柄    39,873千円 

  

２  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額

及び保有目的 

（前事業年度） 

特定投資株式 

 
  

みなし保有株式 

  該当事項はありません。 

  

（当事業年度） 

特定投資株式 

 
  

みなし保有株式 

  該当事項はありません。 

  

３  保有目的が純投資目的である投資株式 

該当事項はありません。 

  

銘柄
株式数 
(株)

貸借対照表計上額 
(千円)

保有目的

エア・ウォーター株式会社 10,500 9,933 取引先との関係強化のため 

株式会社りそなホールディングス 13,500 4,333 取引先との関係強化のため 

銘柄
株式数 
(株)

貸借対照表計上額 
(千円)

保有目的

エア・ウォーター株式会社 10,500 15,099 取引先との関係強化のため 

株式会社東京自働機械製作所 100,000 12,700 取引先との関係強化のため 

株式会社りそなホールディングス 13,500 6,574 取引先との関係強化のため 
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⑥  会計監査の状況 

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受

ける他、会計上の課題についてのアドバイスを受け、常に改善に努めております。 

なお、業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人の内容は以下のとおりであります。

指定有限責任社員  業務執行社員    西松  真人（有限責任監査法人トーマツ） 

指定有限責任社員  業務執行社員    山崎  裕司（有限責任監査法人トーマツ） 

(注)１  継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。 

    ２  監査業務に係る補助者は公認会計士８名、会計士補等１名、その他４名であります。 

  

⑦  取締役会で決議できる株主総会決議事項 

１  自己の株式の取得 

当社は、経営情勢の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第２

項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めて

おります。 

  

２  中間配当 

当社は、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議により、中間配当を

実施することができる旨を定款に定めております。 

  

⑧  取締役の定数 

当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。 

  

⑨  取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。 

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。 

  

⑩  株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に

定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円

滑な運営を行うことを目的としたものであります。 
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(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  

 
  

② 【その他重要な報酬の内容】 

(前事業年度) 

該当事項はありません。 

(当事業年度) 

該当事項はありません。 

  

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

(前事業年度) 

該当事項はありません。 

(当事業年度) 

該当事項はありません。 

  

④ 【監査報酬の決定方針】 

該当事項はありません。 

ただし、当社の規模、業務の特性、監査内容、監査日数等を総合的に勘案したうえで決定してお

ります。 

  

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に 
基づく報酬(千円)

非監査業務に 
基づく報酬(千円)

監査証明業務に 
基づく報酬(千円)

非監査業務に 
基づく報酬(千円)

13,500 ― 13,500 ― 
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