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第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,500,000,000

計 2,500,000,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株)

(平成30年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成30年6月22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 1,590,076,851 1,590,076,851
東京、名古屋
(以上各市場第一部)

発行済株式は全て
完全議決権株式
かつ、権利内容に
限定のない株式
です。
単元株式数は100株
です。

計 1,590,076,851 1,590,076,851 － －
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

(a) 平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権

平成17年度新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

決議年月日 平成17年6月24日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役13名及び執行役員30名

新株予約権の数 ※ 108個 [同左]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数（株）
及び内容 ※

当社普通株式 10,800株 [同左](注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成17年8月11日から
平成47年6月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額 1円

新株予約権の行使の条件 ※ (注)

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

－

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件

1. 当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数及び行使価額を当該株式の分割又は併合の比率に

応じ比例的に調整する。調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。

2. 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等付与株式数及び行使価額の調整を必要とするやむを得な

い事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数及び行使価額を調整する。

3. 新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」

という。)から10年に限り新株予約権を行使できるものとする。

4. 上記3.にかかわらず、平成42年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、

平成42年7月1日から新株予約権を行使できるものとする。

5. 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
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(b) 会社法に基づき発行した新株予約権

イ. 平成18年度新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

決議年月日 平成18年5月18日及び平成18年6月27日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役14名及び執行役員32名

新株予約権の数 ※ 92個 [84個]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 9,200株 [8,400株](注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成18年8月11日から
平成48年6月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※ (注)

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件

1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことに

より、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

2. 新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」

という。)から10年に限り新株予約権を行使できるものとする。

3. 上記2.にかかわらず、平成43年6月30日に至るまで対象者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成

43年7月1日から新株予約権を行使できるものとする。

4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契

約」で定めるところによるものとする。
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5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上

を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点にお

いて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株

予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、

再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又

は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上

記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予

約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

(8) 新株予約権の取得条項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
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ロ. 平成19年度新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

決議年月日 平成19年5月18日及び平成19年6月26日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役15名、執行役員25名及び理事29名

新株予約権の数 ※ 199個 [同左]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 19,900株 [同左] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成19年8月7日から
平成49年6月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成21年6月27日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件

1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことに

より、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

2. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経

過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。

3. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契

約」で定めるところによるものとする。
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4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上

を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点にお

いて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株

予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、

再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又

は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上

記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予

約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

(8) 新株予約権の取得条項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
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ハ. 平成20年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成20年5月16日及び平成20年6月25日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役10名、執行役員43名及び理事52名

新株予約権の数 ※ 531個 [521個]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 53,100株 [52,100株] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成20年8月5日から
平成50年6月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成22年6月26日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ニ. 平成21年度新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

決議年月日 平成21年5月15日及び平成21年6月24日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役10名、執行役員45名及び理事44名

新株予約権の数 ※ 1,419個 [同左]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 141,900株 [同左] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成21年8月4日から
平成51年6月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成23年6月25日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ホ. 平成22年6月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成21年6月24日及び平成22年5月21日

付与対象者の区分及び人数 当社執行役員1名及び理事3名

新株予約権の数 ※ 17個 [同左]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 1,700株 [同左] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成22年6月8日から
平成51年6月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成23年6月25日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ヘ. 平成22年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成22年7月16日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役9名、執行役員48名及び理事47名

新株予約権の数 ※ 901個 [811個]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 90,100株 [81,100株] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成22年8月3日から
平成52年8月2日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成24年8月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ト. 平成23年6月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成23年5月20日

付与対象者の区分及び人数 当社執行役員5名及び理事5名

新株予約権の数 ※ 185個 [135個]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 18,500株 [13,500株] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成23年6月7日から
平成52年8月2日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成24年8月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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チ. 平成23年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成23年7月15日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役8名、執行役員49名及び理事40名

新株予約権の数 ※ 1,261個 [1,148個]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 126,100株 [114,800株] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成23年8月2日から
平成53年8月1日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成25年8月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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リ. 平成24年6月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成24年5月18日

付与対象者の区分及び人数 当社執行役員3名及び理事3名

新株予約権の数 ※ 166個 [同左]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 16,600株 [同左] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成24年6月5日から
平成53年8月1日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成25年8月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ヌ. 平成24年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成24年7月20日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役7名、執行役員50名及び理事48名

新株予約権の数 ※ 3,177個 [3,167個]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 317,700株 [316,700株] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成24年8月7日から
平成54年8月6日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成26年8月7日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ル. 平成25年6月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成25年5月17日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役1名、執行役員4名及び理事3名

新株予約権の数 ※ 122個 [同左]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 12,200株 [同左] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成25年6月4日から
平成54年8月6日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成27年6月4日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ヲ. 平成25年度新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成25年7月26日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役9名、執行役員31名及び理事38名

新株予約権の数 ※ 3,212個 [3,132個]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 321,200株 [313,200株] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成25年8月13日から
平成55年8月12日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成27年8月13日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ワ. 平成26年度新株予約権Aプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成26年5月16日

付与対象者の区分及び人数 当社執行役員3名、元執行役員1名及び元理事1名

新株予約権の数 ※ 595個 [同左]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 59,500株 [同左] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成26年6月3日から
平成55年8月12日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成27年8月13日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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カ. 平成26年度新株予約権Bプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成26年5月16日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役7名、執行役員32名及び理事37名

新株予約権の数 ※ 4,164個 [4,119個]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 416,400株 [411,900株] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成26年6月3日から
平成56年6月2日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成28年6月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ヨ. 平成27年度新株予約権Aプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成27年5月15日

付与対象者の区分及び人数 当社執行役員1名、理事1名及び元理事1名

新株予約権の数 ※ 164個 [同左]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 16,400株 [同左] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成27年6月2日から
平成56年6月2日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成28年6月3日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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タ. 平成27年度新株予約権Bプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成27年5月15日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役9名、執行役員30名及び理事37名

新株予約権の数 ※ 3,891個 [同左]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 389,100株 [同左] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成27年6月2日から
平成57年6月1日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成29年6月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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レ. 平成28年度新株予約権Aプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成28年5月20日

付与対象者の区分及び人数 当社執行役員3名、元執行役員6名及び元理事6名

新株予約権の数 ※ 2,486個 [同左]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 248,600株 [同左] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成28年6月7日から
平成57年6月1日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成29年6月2日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ソ. 平成28年度新株予約権Bプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成28年5月20日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役2名、執行役員33名及び理事36名

新株予約権の数 ※ 5,503個 [5,462個]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 550,300株 [546,200株] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成28年6月7日から
平成58年6月6日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成30年6月7日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ツ. 平成29年度新株予約権Aプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成29年5月19日

付与対象者の区分及び人数 当社執行役員2名、理事3名、元執行役員3名及び元理事2名

新株予約権の数 ※ 2,330個 [1,321個]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 233,000株 [132,100株] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成29年6月6日から
平成58年6月6日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成30年6月7日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ネ. 平成29年度新株予約権Bプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成29年5月19日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役4名、執行役員34名及び理事34名

新株予約権の数 ※ 5,485個 [5,447個]

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数) ※

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 548,500株 [544,700株] (注)
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1円

新株予約権の行使期間 ※
平成29年6月6日から
平成59年6月5日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件 ※

・平成31年6月6日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ナ. 平成30年度新株予約権Aプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成30年5月18日

付与対象者の区分及び人数 当社執行役員1名、理事2名、元執行役員1名及び元理事4名

新株予約権の数 1,364個

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 136,400株
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 1円

新株予約権の行使期間
平成30年6月5日から
平成59年6月5日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件

・平成31年6月6日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)

※ 新株予約権付与時点(平成30年6月4日)における内容を記載しています。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。
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ラ. 平成30年度新株予約権Bプラン(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 平成30年5月18日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役5名、執行役員30名及び理事33名

新株予約権の数 3,589個

新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
(付与株式数)

100株 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類、数(株)
及び内容 ※

当社普通株式 358,900株
発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のな
い株式。単元株式数は100株。

新株予約権の行使時の払込金額 1円

新株予約権の行使期間
平成30年6月5日から
平成60年6月4日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額

発行価格 1円
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる
1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件

・平成32年6月5日又は当社取締役、執行役員及び理事のい
ずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予
約権を行使できるものとする。
・その他(注)に定める事項

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す
る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)

※ 新株予約権付与時点(平成30年6月4日)における内容を記載しています。

(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使のその他の条件については、(b)会社法に基づき発行した新株予約権

ロ．に記載の内容と同じです。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(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) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年4月1日～
平成26年3月31日

－ 1,653,505 － 204,446 － 214,161

平成26年4月1日～
平成27年3月31日

△29,469 1,624,036 － 204,446 － 214,161

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

△33,959 1,590,076 － 204,446 － 214,161

平成28年4月1日～
平成29年3月31日

－ 1,590,076 － 204,446 － 214,161

平成29年4月1日～
平成30年3月31日

－ 1,590,076 － 204,446 － 214,161

(千株未満・百万円未満切捨)

(注) 1. 平成26年度は、7月31日付の自己株式の消却(△29,469,000株)の結果、発行済株式総数は減少しました。

2. 平成27年度は、8月31日付の自己株式の消却(△33,959,900株)の結果、発行済株式総数は減少しました。

(5) 【所有者別状況】

平成30年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100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) 1 257 61 1,906 966 147 233,165 236,503 －

所有株式数
(単元)

2 6,430,461 479,045 1,184,453 5,457,037 1,390 2,343,766 15,896,154 461,451

所有株式数
の割合(%)

0.00 40.45 3.01 7.45 34.33 0.01 14.75 100 －

(注) 1. 自己株式4,107,848株は、「個人その他」欄に41,078単元、「単元未満株式の状況」欄に48株を含めて記載

しています。

2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が、31単元含まれています。
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(6) 【大株主の状況】

平成30年3月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を除
く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号 131,442 8.28

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号 84,465 5.32

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 74,534 4.69

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 64,846 4.08

いちごトラスト・ピーティーイ
ー・リミテッド
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店 カストディ業務部)

1 NORTH BRIDGE ROAD, #06-08 HIGH STREET
CENTRE, SINGAPORE 179094
(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

36,468 2.29

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(三菱重工業株式会社
口・退職給付信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号 32,276 2.03

STATE STREET BANK WEST CLIENT
- TREATY 505234
(常任代理人 株式会社みずほ銀
行決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA
02171,U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インター
シティA棟)

27,545 1.73

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海一丁目8番11号 26,412 1.66

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海一丁目8番11号 22,288 1.40

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口1)

東京都中央区晴海一丁目8番11号 19,610 1.23

計 519,889 32.78
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年3月31日現在

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 4,107,800

(相互保有株式)
普通株式 101,500

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 1,585,406,100 15,854,061 －

単元未満株式 普通株式 461,451 －
一単元(100株)
未満の株式

発行済株式総数 1,590,076,851 － －

総株主の議決権 － 15,854,061 －

(注) 1. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株含まれています。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数31個が含まれています。

2. 「単元未満株式数」には、次の自己株式及び相互保有株式が含まれています。
自己株式 48株
㈱ヨネイ 46株
松谷化学工業㈱ 55株

② 【自己株式等】

平成30年3月31日現在

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(%)

三菱商事㈱(自己株式)
東京都千代田区丸の内
二丁目3番1号

4,107,800 － 4,107,800 0.25

㈱ヨネイ
東京都中央区銀座
二丁目8番20号

46,900 － 46,900 0.00

カタギ食品㈱
大阪府寝屋川市石津元町
12番8号

33,600 － 33,600 0.00

㈱中村商会
東京都中央区日本橋
本石町三丁目1番7号

14,400 － 14,400 0.00

松谷化学工業㈱
兵庫県伊丹市北伊丹
五丁目3番地

6,600 － 6,600 0.00

計 ― 4,209,300 － 4,209,300 0.26

　（注）カタギ食品株式会社は、当社が総株主の議決権の４分の１以上を保有するかどや製油株式会社の完全子会社

であります。
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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
　

(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】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 5,951 15

当期間における取得自己株式 640 1

(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取請求による株式数は含まれていません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(百万円)
株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

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 (新株予約権の権利行使)
　 (単元未満株式の買増請求)

454,400
197

0
0

149,400
0

0
0

保有自己株式数 4,107,848 － 3,959,088 －

(注) 1. 当期間における「その他(新株予約権の権利行使、単元未満株式の買増請求)」には、平成30年6月1日から

この有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買増請求による株式数は含まれ

ていません。

2. 当期間における「保有自己株式数」には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会

決議による取得株式数、新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取請求及び買増請求による株式数は含

まれていません。
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3 【配当政策】

平成28年度からの3年間は、株主還元は配当を基本とし、持続的な利益成長に合わせて増配していく累進配当を基本と

しており、平成29年度の期末配当金については、1株当たり63円とすることとし、平成29年度定時株主総会で決議され

ました。この結果、平成29年度の1株当たり年間配当金は、中間配当金(1株当たり47円)と合わせ110円となりました。

決議年月日 配当金の総額(百万円) 1株当たり配当額(円)

平成29年11月6日
74,530 47

取締役会決議

平成30年6月22日
99,916 63

定時株主総会決議

平成29年度年間配当の
合計

174,446 110

(注1) 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配

当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。

(注2) 当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質

権者に対し、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めています。
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4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

決算年月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月

最高(円) 2,108 2,522.5 2,837.0 2,705.5 3,318.0

最低(円) 1,625 1,805 1,565.0 1,679.5 2,208.5

(注) 株価は、東京証券取引所(市場第一部)の市場相場によるものです。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別 平成29年10月 11月 12月 平成30年1月 2月 3月

最高(円) 2,697.5 2,972.0 3,178.0 3,318.0 3,163.0 3,002.0

最低(円) 2,537.0 2,658.5 2,813.5 3,046.0 2,909.5 2,776.0

(注) 株価は、東京証券取引所(市場第一部)の市場相場によるものです。
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5 【役員の状況】

男性 16名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役会長 小林 健 昭和24年2月14日生

昭和46年7月 当社入社

平成15年4月 執行役員 シンガポール支店長

平成16年6月 執行役員 プラントプロジェクト本部長

平成18年4月 執行役員 船舶・交通・宇宙航空事業

本部長

平成19年4月 常務執行役員

新産業金融事業グループCEO

平成19年6月 取締役 常務執行役員

新産業金融事業グループCEO

平成20年6月 常務執行役員

新産業金融事業グループCEO

平成22年4月 副社長執行役員 社長補佐

平成22年6月 取締役 社長

平成28年4月 取締役会長[現職]

注1 115

代表取締役

社長
垣内 威彦 昭和30年7月31日生

昭和54年4月 当社入社

平成22年4月 執行役員 農水産本部長

平成23年4月 執行役員 生活産業グループCEOオフィス

室長、農水産本部長

平成25年4月 常務執行役員 生活産業グループCEO

平成28年4月 社長

平成28年6月 取締役 社長[現職]

注1 85

代表取締役

常務
執行役員

コーポレート
担当役員
（業務、調査、
経済協力、ロジ
スティクス総
括）、
アジア・大洋州
統括

西浦 完司 昭和33年2月11日生

昭和55年4月 当社入社

平成22年4月 執行役員 金属グループCEOオフィス室長

平成23年4月 執行役員 非鉄金属本部長

平成25年4月 執行役員 金属資源第一本部長

平成26年4月 執行役員 金属資源本部長

平成27年4月 常務執行役員 金属グループCOO

平成28年4月 常務執行役員 金属グループCEO

平成30年4月 常務執行役員 コーポレート担当役員

（業務、調査、経済協力、ロジスティク

ス総括）、アジア・大洋州統括

平成30年6月 取締役 常務執行役員

コーポレート担当役員（業務、調査、

経済協力、ロジスティクス総括）、

アジア・大洋州統括[現職]

注1 58

代表取締役

常務
執行役員

コーポレート

担当役員

（CFO、IT）

増 一行 昭和34年2月19日生

昭和57年4月 当社入社

平成25年4月 執行役員 主計部長

平成28年4月 常務執行役員

コーポレート担当役員（CFO）

平成28年6月 取締役 常務執行役員

コーポレート担当役員（CFO）

平成29年4月 取締役 常務執行役員 コーポレート担当

役員（CFO、IT）〔現職〕

注1 41

取締役

常務
執行役員

コーポレート
担当役員
（事業投資総括、
サステナビリテ
ィ推進、AI/IoT
推進）

戸出 巌 昭和33年10月18日生

昭和56年4月 当社入社

平成23年4月 執行役員 鉄鋼原料本部長

平成24年4月 執行役員 鉄鋼製品本部長

平成25年4月 執行役員 金属グループCEOオフィス室長

平成26年3月 執行役員退任

平成26年4月 ㈱メタルワン 代表取締役社長執行役員、

CEO就任（平成29年3月退任）

平成29年4月 三菱商事 常務執行役員就任

コーポレート担当役員（事業投資総括、

サステナビリティ推進）

平成29年6月 取締役 常務執行役員 コーポレート担当

役員（事業投資総括、サステナビリティ

推進）

平成30年4月 取締役 常務執行役員 コーポレート担当

役員（事業投資総括、サステナビリティ

推進、AI/IoT推進）[現職]

注1 55
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役

常務
執行役員

コーポレート
担当役員
（広報、人事）

村越 晃 昭和33年6月27日生

昭和57年4月 当社入社

平成24年4月 執行役員 資材本部長

平成26年4月 執行役員 泰国三菱商事会社社長、泰MC

商事会社社長

平成29年4月 常務執行役員 コーポレート担当役員

（広報、人事）

平成29年6月 取締役 常務執行役員 コーポレート担当

役員（広報、人事）[現職]

注1 27

代表取締役

常務
執行役員

コーポレート
担当役員
（総務、法務）、
チーフ・コンプ
ライアンス・オ
フィサー、
緊急危機対策本
部長（国内外・
新興感染症、コ
ンプライアン
ス）

榊田 雅和 昭和33年11月11日生

昭和56年4月 当社入社

平成25年4月 執行役員 インド三菱商事会社社長、

アジア・大洋州統括補佐（南西アジア）

平成29年4月 常務執行役員 コーポレート担当役員

（総務、法務）、チーフ・コンプライア

ンス・オフィサー

平成29年6月 取締役 常務執行役員 コーポレート担当

役員（総務、法務）、チーフ・コンプラ

イアンス・オフィサー

平成29年7月 取締役 常務執行役員 コーポレート担当

役員（総務、法務）、チーフ・コンプラ

イアンス・オフィサー、

緊急危機対策本部長（国内外・新興感染

症、コンプライアンス）[現職]

注1 32

代表取締役

常務
執行役員

コーポレート
担当役員
（国内）、
関西支社長

鴨脚 光眞 昭和35年1月19日生

昭和57年4月 当社入社

平成26年4月 執行役員 リスクマネジメント部長

平成29年4月 執行役員 事業投資総括部長

平成30年1月 常務執行役員 コーポレート担当役員

（国内）、関西支社長

平成30年6月 取締役 常務執行役員 コーポレート担当

役員（国内）、関西支社長[現職]

注1 15
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役 西山 昭彦 昭和28年1月4日生

昭和50年4月 東京ガス㈱入社（平成27年3月退職）

平成13年4月 法政大学大学院社会科学研究科客員教授

（平成15年3月退職）

平成16年4月 東京女学館大学国際教養学部教授

平成23年4月 同大学評議員・国際教養学部教授

（平成25年3月退職）

平成25年4月 一橋大学特任教授

（平成30年3月退職）

平成27年6月 当社取締役[現職]

平成30年4月 立命館大学教授[現職]

注1 5

取締役 大宮 英明 昭和21年7月25日生

昭和44年6月 三菱重工業㈱入社

平成14年6月 同社取締役

平成17年6月 同社取締役、常務執行役員

平成19年4月 同社取締役、副社長執行役員

平成20年4月 同社取締役社長

平成25年4月 同社取締役会長[現職]

平成28年6月 当社取締役[現職]

注1 9

取締役 岡 俊子 昭和39年3月7日生

昭和61年4月 等松・トウシュロスコンサルティング㈱

（現 アビームコンサルティング㈱）入社

平成12年7月 朝日アーサーアンダーセン㈱入社

平成14年9月 デロイトトーマツコンサルティング㈱

（現 アビームコンサルティング㈱）

プリンシパル（平成24年8月退任）

平成17年4月 アビームM&Aコンサルティング㈱

代表取締役社長

同社社名変更等を経て

プライスウォーターハウスクーパース

マーバルパートナーズ合同会社

代表執行役（平成28年3月退任）

平成28年4月 PwCアドバイザリー合同会社

パートナー（平成28年6月退任）

平成28年6月 ㈱岡＆カンパニー 代表取締役〔現職〕

平成28年6月 当社取締役[現職]

注1 0

取締役 齋木 昭隆 昭和27年10月10日生

昭和51年4月 外務省入省

アジア大洋州局長、特命全権大使 インド

国駐箚兼ブータン国駐箚、外務審議官、

外務事務次官を経て

平成28年6月 同省退官

平成28年9月 当社顧問（平成29年6月退任）

平成29年6月 当社取締役[現職]

注1 －

取締役 立岡 恒良 昭和33年1月29日生

昭和55年4月 通商産業省（現 経済産業省）入省

内閣官房内閣審議官、経済産業省大臣官

房長、経済産業事務次官を経て

平成27年7月 同省退官

平成30年1月 当社顧問（平成30年6月退任）

平成30年6月 当社取締役[現職]

注1 3
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

常任監査役
(常勤)

内野 州馬 昭和29年6月29日生

昭和53年4月 当社入社

平成21年4月 執行役員

（三菱自動車工業㈱ 常務執行役員）

平成22年7月 執行役員 主計部長

平成22年11月 執行役員 主計部長、コーポレート担当

役員補佐

平成25年4月 常務執行役員

コーポレート担当役員（CFO）

平成25年6月 取締役 常務執行役員

コーポレート担当役員（CFO）

平成28年4月 取締役（平成28年6月退任）

平成28年6月 当社顧問（平成30年6月退任）

平成30年6月 常任監査役（常勤）[現職]

注2 50

監査役
(常勤)

木﨑 博 昭和34年2月2日生

昭和56年4月 当社入社

コーポレート担当役員補佐、

米国三菱商事会社コーポレートスタッフ

部門担当SVP、連結IT企画本部長を経て

平成26年4月 理事 地球環境・インフラ事業グループ

管理部長

平成27年4月 理事 コーポレート部門付

平成27年6月 監査役（常勤）[現職]

注3 8

監査役 國廣 正 昭和30年11月29日生

昭和61年4月 弁護士登録

平成6年1月 國廣法律事務所(現 国広総合法律事務

所)弁護士[現職]

平成24年6月 当社監査役[現職]

注4 4

監査役 西川 郁生 昭和26年7月1日生

昭和49年10月 監査法人榮光会計事務所（現 新日本有

限責任監査法人）入所

平成2年9月 センチュリー監査法人（現 新日本有限

責任監査法人）代表社員

（平成13年7月退任）

平成19年4月 企業会計基準委員会委員長

（平成26年3月退任）

平成24年4月 慶應義塾大学商学部教授

（平成29年3月退任）

平成28年6月 当社監査役[現職]

注4 0

監査役 高山 靖子 昭和33年3月8日生

昭和55年4月 ㈱資生堂入社

同社お客さまセンター所長、

コンシューマーリレーション部長、

お客さま・社会リレーション部長、

CSR部長を経て

平成23年6月 同社常勤監査役（平成27年6月退任）

平成27年6月 同社顧問（非常勤)

（平成29年6月退任）

平成28年6月 当社監査役[現職]

注4 －

計 514
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(注) 1. 取締役の任期は、平成30年6月22日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち、

最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。

2. 監査役内野州馬氏の任期は、平成30年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年

度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。

3. 監査役木﨑博氏の任期は、平成27年6月19日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度

のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。

4. 監査役國廣正、西川郁生、高山靖子の各氏の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会における選任後4

年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。

5. 取締役西山昭彦、大宮英明、岡俊子、齋木昭隆、立岡恒良の各氏は社外取締役です。

6. 監査役國廣正、西川郁生、高山靖子の各氏は社外監査役です。

7． 取締役西山昭彦氏は、平成16年4月から平成27年3月まで、東京ガス㈱西山経営研究所長を務めていました

が、同期間における主たる職務は東京女学館大学及び一橋大学の教授であり、同社の業務執行には関与して

いません。

8． 所有株式数については、千株未満は切り捨てて表示しています。
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(ご参考) 提出日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。

執行役員役名 氏名 職名等

＊社長 垣内 威彦

常務執行役員 大河 一司 機械グループCEO

常務執行役員 佐久間 浩 地球環境・インフラ事業グループCEO

＊常務執行役員 西浦 完司
コーポレート担当役員（業務、調査、経済協力、ロジスティクス総括）、アジア・大洋州
統括

常務執行役員 水原 秀元 北米統括、北米三菱商事会社社長

＊常務執行役員 増 一行 コーポレート担当役員（CFO、IT）

常務執行役員 萩原 剛 化学品グループCEO

常務執行役員 吉田 真也 新産業金融事業グループCEO

常務執行役員 京谷 裕 生活産業グループCEO

＊常務執行役員 戸出 巌 コーポレート担当役員（事業投資総括、サステナビリティ推進、AI/IoT推進）

＊常務執行役員 村越 晃 コーポレート担当役員（広報、人事）

＊常務執行役員 榊田 雅和
コーポレート担当役員（総務、法務）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、
緊急危機対策本部長（国内外・新興感染症、コンプライアンス）

＊常務執行役員 鴨脚 光眞 コーポレート担当役員（国内）、関西支社長

常務執行役員 田中 格知 金属グループCEO

常務執行役員 髙岡 英則 エネルギー事業グループCEO

執行役員 和田 浩一 中部支社長

執行役員 伊藤 勝弘 香港三菱商事会社社長

執行役員 石川隆次郎 三菱重工業㈱出向（米国三菱重工業㈱再出向 Senior Exective Vice President)

執行役員 平井 康光 東アジア統括、三菱商事（中国）有限公司社長

執行役員 長谷川文則 エネルギー資源第一本部長

執行役員 中川 哲志 インフラ事業本部長

執行役員 坪沼 宣幸 オーストラリア三菱商事会社社長、アジア・大洋州統括補佐（大洋州）

執行役員 岡久 靖 コーポレートスタッフ部門統括部長

執行役員 柳原 恒彦 北米三菱商事会社EVP（在シリコンバレー）

執行役員 倉橋 政嗣 インドネシア総代表、インドネシア三菱商事会社社長

執行役員 山﨑 和 生活流通本部長

執行役員 塚本光太郎 金属資源本部長

執行役員 中西 勝也 新エネルギー・電力事業本部長

執行役員 西澤 淳 エネルギー資源第二本部長

執行役員 中村 達夫 自動車事業本部長

執行役員 竹内 修身 石油化学品本部長

執行役員 西尾 一範 リテイル本部長

執行役員 岸本 好司 ライフサイエンス本部長

執行役員 塩﨑 英輔 インド三菱商事会社社長、アジア大洋州統括補佐（南西アジア）

執行役員 片山 祥徳 業務部長

執行役員 蜂谷 由文 事業投資総括部長

執行役員 石巻 尚 船舶・宇宙航空事業本部長

執行役員 久我 卓也 不動産事業本部長

執行役員 柏木 康全 生鮮品本部長

執行役員 羽場 広樹 北米三菱商事会社 ヒューストン支店長、米国三菱商事会社 ヒューストン支店長

執行役員 三枝 則生 泰国三菱商事会社社長、泰MC商事会社社長、ビエンチャン駐在事務所長

執行役員 柏木 豊 環境事業本部長

執行役員 塩原 恵一
Mitsubishi Corporation RtM International Pte.Ltd. Chairman & CEO、
金属資源トレーディング本部長

執行役員 荒川 健 生活消費財本部長

執行役員 若林 茂 いすゞ事業本部長

執行役員 世利 耕一 Mitsubishi Development Pty Ltd Managing Director & CEO

執行役員 川上 泰弘 Cermaq Group AS Chair of the Board

執行役員 太田 健司 エネルギー事業グループCEOオフィス室長

執行役員 松永愛一郎 中南米統括、伯国三菱商事会社社長、アスンシオン駐在事務所長

(注) ＊印の執行役員は、取締役を兼務しています。
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6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 基本方針

当社は、『三綱領（所期奉公、処事光明、立業貿易）』を企業理念とし、公明正大を旨とする企業活動を通じ、

継続的に企業価値の向上を図るとともに、物心共に豊かな社会の実現に貢献することが、株主の皆様やお客様

をはじめとする全てのステークホルダーのご期待に応えるものと認識しています。

この実現のため、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的

強化を経営上の重要課題としており、監査役制度を基礎として、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監

査役の選任や社外役員・社外委員を過半数とする取締役会の諮問機関の設置などにより、経営監督機能を強化

するとともに、執行役員制度の導入等による意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図るなど、実効性のある

コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。

② 取締役会

取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、取締役（社内）の当社における豊富な

業務経験と、社外取締役の実践的、客観的かつ専門的な視点を活かすことにより、適切な意思決定・経営監督

の実現を図っています。

取締役会の構成と取締役候補者の選任方針・手続は、取締役会の諮問機関であるガバナンス・指名・報酬委員

会で審議し、取締役会で次のとおり決定しています。

a. 取締役会の構成・取締役候補者の選任方針

広範な分野で多角的な事業を行う当社の適切な意思決定・経営監督の実現を図るため、社内及び社外から、

豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を複数選任しています。

具体的な取締役候補者の選任方針は、取締役（社内）として、取締役会議長を務める取締役会長、業務執行

の最高責任者である社長のほか、全社経営を担う執行役員・コーポレートを担当する執行役員などの中から

選任しています。また、社外取締役は、企業経営者などの実践的な視点を持つ者、及び世界情勢、社会・経

済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から複数選任しています。

原則として、取締役会は審議を行うにあたり適切な規模とし、そのうち社外取締役が3分の1以上を占める構

成としています。

b. 取締役候補者の選任手続

上記の方針を踏まえ、社長が取締役候補者の選任案を作成し、ガバナンス・指名・報酬委員会による審議を

経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議することとしています。

c. 取締役会での審議内容等

法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する事項及び経営上の重要事項については、取締役会で決議

することとしており、その際には、経済的側面だけでなく、ESG（環境・社会・ガバナンス）の観点も重要視

し、総合的に審議・決定しています。特に株式・持分や固定資産の取得・処分、融資・保証を伴う投融資案

件については、信用リスク、市場リスク、事業投資リスクなど様々なリスクの類型別に金額基準（総資産の

1%を上回らない金額で、リスクの性質に応じ個別に設定）を定め、この金額基準を超える案件については取

締役会にて審議・決定しています。

なお、これらの取締役会決議事項を除く業務執行は、迅速化・効率化を図る観点から、取締役会が定める業

務分担に従い執行役員に委ねることとし、業務執行の最高責任者として社長を、経営意思決定機関として社

長室会（月2回程度開催）を置き業務を執行しています。

また、取締役会では、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るため、

内部統制システムを構築し、毎年その運用状況を確認の上、継続的な改善・強化に努めています。

（社外取締役の状況については、⑨をご覧ください。）
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③ 取締役会の実効性評価

当社では、継続的にコーポレート・ガバナンスの実効性向上を図るため、毎年取締役会評価を実施することと

しています。平成28年度は第三者評価を行いました。平成29年度は自己評価を基本として、評価のテーマを

「取締役会の更なる活性化」とし、独立社外役員である西山取締役、高山監査役が中心となって、質問項目の

策定、分析・評価を行いました。概要及び評価結果は以下のとおりです。

プロセス

１．ガバナンス・指名・報酬委員会で平成29年度取締役会評価のプロセス・テーマについて審

議

２．全取締役及び監査役に対しアンケート及びヒアリングを実施

３．ヒアリング結果を取り纏め、今後の方針を含めガバナンス・指名・報酬委員会で審議

４．ガバナンス・指名・報酬委員会での審議結果を踏まえ、取締役会にて分析・評価するとと

もに、今後の方針を共有

質問事項
平成29年度施策の評価、取締役会の構成・体制、運営、監督・監査機能、自身の関与状況、取
締役会の活性化 等

評価結果
及び
今後の
取組課題

・ガバナンス体制として、監査役制度を基礎とするハイブリッドモデルがよく機能しており、

社外役員への情報提供、社外役員同士・執行側とのコミュニケーションも十分に行われてい

る。

・取締役会の構成、運営、審議等は適切であり、取締役会では意思決定機能・監督機能を発揮

する体制が十分に整備されており、適切にその機能を果たしている。また、監査役の自己評

価として、取締役会における監査役の役割が果たされている。

・平成28年度取締役会評価の結果を受けて取り組んだ平成29年度の施策（事業投資先訪問等）

については高く評価された。一方、戦略・重要事項に関する審議については引き続き拡充を

図る必要がある。

・今後の取組課題としては、平成29年度を通じて議論を継続してきた取締役会の活性化の観点

から、全社・グループ戦略、主要事業投資先のモニタリング拡充、審議事項の見直し、議論

の充実に向けたフィードバック・フォローアップの拡充、取締役会以外の場でのコミュニケ

ーションの更なる活性化、後継者計画・選任プロセスへの社外役員の関与のあり方の検討等

が挙げられた。

当社では、本評価結果にて浮かび上がった課題や、各取締役・監査役からの意見・提言に対するガバナンス・

指名・報酬委員会、取締役会による分析・評価を踏まえ、更なる取締役会の実効性向上のための施策に取り組

んでいきます。

④ 取締役会の諮問機関

a. ガバナンス・指名・報酬委員会

平成13年に設置して以降、年2回程度開催しています。社外役員・社外委員が過半数を占める構成の下、コー

ポレート・ガバナンス関連の課題について継続的にレビューするとともに、取締役・監査役の指名に際して、

選任の基本方針及び個別人事について審議しています。また、役員報酬の決定方針や報酬水準の妥当性など、

役員報酬制度のあり方について審議し、その運用のモニタリングを行っています。なお、本委員会は、以下

の討議テーマを討議しており、指名委員会及び報酬委員会の双方の機能を担っています。

＜主な討議テーマ＞

・ 取締役会及び監査役会の構成、取締役及び監査役の選任方針及び選任案

・ 経営者の要件及びその選任に関わる基本方針、社長選任案

・ 役員報酬制度のあり方（報酬の決定方針や報酬水準の妥当性など）

・ 取締役会の実効性評価

なお、ガバナンス・指名・報酬委員会の下部機関として、同委員会の委員長である会長、社外委員をメンバ

ーとする社長業績評価委員会を設置し、社長の業績評価について審議しています。
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b. 国際諮問委員会

平成13年に設置して以降、毎年1回開催しています。各委員からは、当社を取り巻く、国際情勢、各地域の地

政学に関する分析や留意点などについて、それぞれの専門的見地からの報告・提言がなされ、当社経営幹部

も交えた活発な意見交換を行っており、当社の経営に活かされています。

＜主な討議テーマ＞

・ トランプ政権

・ 一帯一路と習政権の今後

・ エネルギー革命

・ サイバー・セキュリティー

⑤ 監査役会

監査役会は、会社法等諸法令や定款・諸規程などに基づき、取締役の意思決定の過程や職務執行状況の監査を

実施しています。監査役（社内）は当社における豊富な業務経験に基づく視点から、社外監査役は中立的・客

観的な視点から、それぞれ監査を行うことにより、経営の健全性を確保することとしています。

監査役会の構成と監査役候補者の選任方針・手続は、ガバナンス・指名・報酬委員会で審議し、取締役会で次

のとおり決定しています。

a. 監査役会の構成・監査役候補者の選任方針

監査を通じて会社の健全な経営発展と社会的信頼の向上を実現するため、社内及び社外から、監査に必要と

なる豊富な経験と高度な専門性を有する者を複数選任しています。

具体的な監査役候補者の選任方針は、監査役（社内）として、全社経営や財務・会計・リスク管理その他の

知識・経験を持つ者から選任しています。また、社外監査役として、様々な分野に関する豊富な知識、経験

を有する者から選任しています。

原則として、監査役の総数は5名とし、そのうち社外監査役が過半数を占める構成としています。

b. 監査役候補者の選任手続

上記の方針を踏まえ、社長が常任監査役と協議の上、監査役候補者の選任案を作成し、ガバナンス・指名・

報酬委員会による審議を経て、監査役会の同意を得た後、取締役会で決議し、株主総会に付議することとし

ています。

（社外監査役の状況については、⑨をご覧ください。）

⑥ 監査役監査、内部監査、会計監査の状況

a. 監査役監査

監査役（社内）2名は、それぞれ、経営企画部門、並びに財務及び会計部門における経験があり、常勤の監査

役（常勤監査役）に選任されています。また、社外監査役3名は、それぞれ、弁護士（企業法務）及び公認会

計士としての長年の経験、並びに上場企業における常勤監査役としての経験を有しています。監査役5名の

内、常勤監査役2名、及び社外監査役 西川 郁生氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していま

す。

常勤監査役の内1名が、常任監査役として監査役会の議長及び特定監査役を務めています。監査役を補佐する

独立の組織として監査役室を設置しており、5名（平成30年4月1日現在）の専任スタッフが機動的に対応する

体制としています。

監査役は、社内の主要会議に出席し、国内外主要拠点を含む社内関係部局と対話を行うとともに、会計監査

人や内部監査部門と定期的に会合を持ち、緊密な連携を通じて当社の状況を適時適切に把握する体制をとっ

ています。

b. 内部監査

内部監査については、監査部（平成30年4月1日現在77名）が全社的見地から当社、現地法人及び関係会社の

監査を行っていることに加え、個々の営業グループも各々内部監査組織を設けて、管下組織の監査を連結ベ

ースで行っています。これらの内部監査は、年間の監査計画に基づき、監査先を選定の上実施しており、監

査の結果については、都度社長及び監査役等に報告するとともに、定期的に取締役会及び社長室会に報告し

ています。
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c. 会計監査

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、北村嘉章、古内和明、吉村健一、小林永明の4氏であり、有限

責任監査法人トーマツに所属しています。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士34名、会計士

試験合格者19名、その他59名となっています。

d. 監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

監査役、監査部、リスク管理室及び会計監査人のそれぞれの間で定期的に情報交換を行い連携強化に努めて

います。また、常勤監査役は、連結経営上重要な子会社等の経営執行責任者、監査役等との情報交換を行っ

ています。

⑦ 内部統制体制

当社は、子会社を含めた当社グループ全体として、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた

企業価値の向上を図るため、平成30年5月8日の取締役会において、内部統制システム構築に係る基本方針を以

下のとおり決議し、その運用状況を確認の上、継続的な改善・強化に努めています。

＜内部統制システム構築に係る基本方針＞

a. 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

イ. コンプライアンスに関する体制

役職員の行動規範、全社横断的な管理体制、予防・是正・改善措置、内部通報制度等を社内規程等で

定め、周知の上運用の徹底を図り、また子会社においても同様の体制整備を促進することで、当社グ

ループでのコンプライアンス体制を実現する。

ロ. 財務報告に関する体制

会計組織単位ごとの責任者の設置、法令及び会計基準に適合した財務諸表の作成手続等を社内規程等

で定め、周知の上運用の徹底を図り、当社グループにおける財務情報の適正かつ適時な開示を確保す

る。

ハ. 監査、モニタリングに関する体制

内部監査の体制・要領等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、各組織・子会社の職務遂

行を客観的に点検・評価し改善する。

b. 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

職務遂行における情報の管理責任者や方法などを社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、情報の

作成・処理・保存等を適切に行う。

c. リスク管理に関する規程その他の体制

リスクの類型、類型ごとの管理責任者や方法、体制などを社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、

かつ、子会社でも事業内容や規模に応じて必要なリスク管理体制の整備を促進することにより、職務遂行

に伴うリスクを当社グループとして適切にコントロールする。

d. 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

イ. 社長は、当社グループとしての経営方針・目標を設定し、達成に向けた経営計画を策定の上、その実

行を通じて効率的な職務の執行を図る。

ロ. 組織編成・職務分掌・人事配置・権限に関する基準・要領等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹

底を図り、かつ、子会社でも事業内容や規模に応じて同様の社内規程等の整備を促進することにより、

効率性を確保する。

e. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社グループとしての基本方針を策定するとともに、

子会社ごとに管理責任者、管理上の重要事項、管理手法、株主権の行使等を社内規程等で定め、周知の上

運用の徹底を図る。また、その管理責任者は、子会社の取締役等の職務の執行に関する状況等につき、親

会社として必要な報告を受け、子会社の定量・定性的な状況・課題を把握する。

f. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務執行を補助する監査役会直属の組織を設置し、他部署を兼務せず専ら監査役の職務補助業務

を行う使用人を配置する。また、当該使用人の評価・異動等の人事に際しては、事前に監査役の意見を徴

し、その意見を尊重する。
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g. 監査役への報告に関する体制

イ. 監査役は取締役会及び重要な経営会議に出席し、意見を表明する。

ロ. 著しい損害の発生のおそれがある場合の監査役への報告の責任者・基準・方法等を社内規程等で定め、

周知の上運用の徹底を図る。

ハ. 監査役が子会社に関する報告を求めた場合に各子会社の管理責任者又は役職員から報告を行う体制、

及び子会社の重大なコンプライアンス事案を含む重要な事案を監査役宛てに報告するなどの体制構築

を促進する。

二. 監査役への報告を理由として役職員を不利に取り扱うことを禁止し、その旨を子会社にも周知の上運

用の徹底を図る。

h. 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

イ. 監査役は、社内関係部局・会計監査人等との意思疎通を図り、情報の収集や調査を行い、関係部局は

これに協力する。

ロ. 監査役の職務の執行に必要な費用は、会社が負担する。

⑧ 企業統治の体制を図式化すると以下のとおりです。

⑨ 社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は5名であり、また、社外監査役は3名です。

a. 社外取締役及び社外監査役の独立性

当社は、社外取締役・社外監査役の機能の明確化・強化を図るため、社外役員・社外委員が過半数を占める

ガバナンス・指名・報酬委員会で審議の上、取締役会にて「社外役員選任基準」を次のとおり制定していま

す。社外取締役5名及び社外監査役3名は、いずれも、（株）東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定

める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員選任基準」を満たしています。

「社外役員選任基準」

＜社外取締役選任基準＞

イ．社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ者、及び世界情勢、社

会・経済動向等に関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者から複数選任し、多様

な視点から、取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図る。

ロ．社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性（注）確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない

者は社外取締役として選任しない。

ハ．広範な事業領域を有する当社として、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社と

の取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件での利益相反には、取締役会での手続に

おいて適正に対処するとともに、複数の社外取締役を置き、多様な視点を確保することにより対応す

る。
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＜社外監査役選任基準＞

イ．社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な観点

から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。

ロ．社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性（注）確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない

者は社外監査役として選任しない。

（注）社外役員選任基準に関する独立性の考え方

㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度

における以下①～⑦の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。

①当社の大株主（直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）

②当社の定める基準を超える借入先（※2）の業務執行者

③当社の定める基準を超える取引先（※3）の業務執行者

④当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコ

ンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者

⑤当社の会計監査人の代表社員または社員

⑥当社より、一定額を超える寄附（※4）を受けた団体に属する者

⑦当社の社外役員としての任期が8年を超える者

※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。

※2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。

※3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結収益の2%を超える取引先をいう。

※4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり2,000万円を超える寄附をいう。

なお、上記①～⑦のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場

合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。

b. 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係の概要

当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人で

あった場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりです。

＜社外取締役＞

氏名 当社との関係 選任理由

西山 昭彦
人的関係、資本的関係または取引関係
その他の利害関係はありません。

大学における企業経営・人材育成等
に関する研究活動や、長年にわたる
実業界での経験をもとに、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
を行っており、社外取締役に選任し
ているものです。

大宮 英明

同氏は、平成20年4月から平成25年3月まで三菱重工業
㈱の取締役社長を務め、平成25年4月から同社の取締
役会長を務めています。当社は同氏が過去業務執行者
であった同社と社外役員の相互就任の関係にあり、ま
た取引がありますが、同社との取引は当社の連結収益
の2％を超えるものではありません。
また、同氏は、学術研究、社会福祉事業等への援助を
行う公益財団法人 三菱財団の理事長（非常勤）を平
成27年6月から務めており、当社は同財団に年間2,000
万円を超える寄附を行っていますが、これは公益財団
法人としての活動理念に賛同し実施しているものであ
り、また、同財団から同氏宛の報酬は無く、同氏個人
の利益とは関係がないことから、同氏は独立性を有す
ると判断しています。
以上により、同氏は、当社の「社外役員選任基準」に
おける独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は
確保されていると判断しています。

三菱重工業㈱の取締役社長・取締役
会長を務め、世界各地で事業を展開
するメーカーの経営を通じて培われ
た高い見識をもとに、実践的な視点
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おり、
社外取締役に選任しているもので
す。
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岡 俊子

同氏は、現 アビームコンサルティング㈱に平成24年8
月まで在籍していました。現在、当社は同社と取引が
ありますが、同氏退任後約6年経過しており、同氏と
の関係はありません。
また、同氏は、平成28年4月から同年6月までPwCアド
バイザリー合同会社に在籍していました。現在、当社
は同社と取引がありますが、同氏退任後約2年経過し
ており、同氏との関係はありません。また、当社は過
去3事業年度において、平成28年4月の同社経営統合前
に同氏が在籍していたプライスウォーターハウスクー
パースマーバルパートナーズ合同会社との取引関係は
ありません。
以上により、同氏は、当社の「社外役員選任基準」に
おける独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は
確保されていると判断しています。

長年にわたるコンサルティング業界
での経験や、様々な企業での社外役
員としての経験をもとに、実践的・
多角的な視点から、当社の経営への
助言や業務執行に対する適切な監督
を行っており、社外取締役に選任し
ているものです。

齋木 昭隆

同氏は、平成28年9月から平成29年6月にかけて、当社
顧問として、取締役会の諮問機関（ガバナンス・指
名・報酬委員会）の委員に就任するなど、顧問として
の報酬を受けていましたが、同報酬は同氏の有する経
験・見識に基づく当社の経営への助言に対する対価と
して支払われたものであり、同氏の独立性に影響を与
えるものではありません。
また、同氏は、中東地域に関する調査・研究を行う公
益財団法人 中東調査会の理事長（非常勤）を務めて
おり、当社は同法人に年間約470万円の会費等を支払
っていますが、これは同法人の活動理念に賛同し実施
しているものであり、また、同法人から同氏宛の報酬
は無く、同氏個人の利益とは関係ありません。
以上により、同氏は、当社の「社外役員選任基準」に
おける独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は
確保されていると判断しています。

外務省において要職を歴任し、外交
を通じて培われた国際感覚や世界情
勢等に関する高い見識をもとに、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
な監督を行うことができると判断し、
社外取締役に選任しているもので
す。

立岡 恒良

同氏は、平成30年1月から平成30年6月にかけて、当社
顧問として、取締役会の諮問機関（ガバナンス・指
名・報酬委員会）の委員に就任するなど、顧問として
の報酬を受けていましたが、同報酬は同氏の有する経
験・見識に基づく当社の経営への助言に対する対価と
して支払われたものであり、同氏の独立性に影響を与
えるものではありません。なお、同氏との顧問契約
は、当社平成29年度定時株主総会において同氏が取締
役に選任されたことをもって終了しています。
以上により、同氏は、当社の「社外役員選任基準」に
おける独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は
確保されていると判断しています。

経済産業省等において要職を歴任し、
国内外の経済の動向に関する高い見
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うことが
できると判断し、社外取締役に選任
しているものです。

＜社外監査役＞

氏名 当社との関係 選任理由

國廣 正
人的関係、資本的関係または取引関係
その他の利害関係はありません。

弁護士としての長年の経験を通じて
培われた企業関連法（会社法・金融
商品取引法等）に関する高い見識を
もとに、中立的・客観的な視点から、
監査を行っており、社外監査役に選
任しているものです。

西川 郁生

同氏は、平成29年3月まで慶應義塾大学商学部教授を
務めていました。当社は学校法人慶應義塾に対して年
間3万円の寄附を行っていますが、当該寄附は新興
国・開発途上国における医療・医学教育・医学研究の
実地調査等を行う同法人の医学部国際医学研究会への
寄附であり、同氏の独立性に影響を与えるものではあ
りません。
以上により、同氏は、当社の「社外役員選任基準」に
おける独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は
確保されていると判断しています。

公認会計士としての長年の経験を通
じて培われた会計や経理に関する高
い見識をもとに、中立的・客観的な
視点から、監査を行っており、社外
監査役に選任しているものです。
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高山 靖子

同氏は平成23年6月まで㈱資生堂の業務執行者でし
た。現在、当社は同社と取引がありますが、同社との
取引は年間180万円であり、また、同氏が同社の業務
執行から離れて約7年経過しており、同氏との関係は
ありません。
以上により、同氏は、当社の「社外役員選任基準」に
おける独立性の要件を満たしており、同氏の独立性は
確保されていると判断しています。

㈱資生堂の常勤監査役としての経験
や、様々な企業での社外役員として
の経験をもとに、中立的・客観的な
視点から、監査を行っており、社外
監査役に選任しているものです。

c. 監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携及び内部統制部門との関係

社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果

について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の

運用状況について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果

報告を受け、また、定期的にリスク管理室から報告を受けることとしており、これらの情報交換を通して連

携強化に努めています。

d. 取締役・監査役に対する情報提供及び支援体制

取締役・監査役による経営監督・監査機能が十分に発揮されるよう、取締役室及び監査役室を設置し、職務

遂行に必要な情報及び支援を適切かつタイムリーに提供しています。

社外役員に対しては、取締役会での審議の充実を図るため、取締役会資料の事前配付・説明や、経営戦略・

重要案件等に関する説明会の開催など、関連情報の提供を行うほか、就任時オリエンテーション、毎年の事

業投資先視察や経営陣幹部との対話など、当社の事業や戦略に対する理解を深める機会を継続的に提供して

います。また、取締役会の実効性向上のため、ガバナンス・指名・報酬委員会、社長業績評価委員会等、社

外役員が過半数を占める会議を開催するほか、独立社外役員会議を四半期に1回程度開催し、当社の経営やコ

ーポレート・ガバナンスなどに関する幅広いテーマについて、自由にディスカッションする機会を設けるな

ど、独立社外役員同士の連携の深化も図っています。更に、経営監督機能の実効性を一層高めるため、社内

取締役・監査役及び社外取締役・監査役が自由にディスカッションする場として、懇話会を随時開催してい

ます。

⑩ 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）である小林健、西山昭彦、大宮英明、岡俊子、齋木昭

隆、立岡恒良の各氏及び監査役である内野州馬、木﨑博、國廣正、西川郁生、高山靖子の各氏との間に、会社

法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法

第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

⑪ 情報開示

当社では、金融商品取引法、会社法などの法律に定められた書類等の作成や金融商品取引所の定める規則に基

づく適時開示を行うとともに、ＩＲ活動やホームページ等を通じ株主・投資家をはじめとするステークホルダ

ーに対し適時適切な企業情報の提供に努めています。また、社長室会の下部委員会として開示委員会を設置し、

有価証券報告書や統合報告書などの開示書類について、内容の適正性の評価を行っています。

⑫ 特別取締役による決議の内容

当社は、会社法第373条第1項の規定に基づき、意思決定の迅速化を図る観点から、緊急性を有する入札による

資産の取得等を対象として、あらかじめ取締役会が選定した3人以上の特別取締役のうち過半数が出席する取締

役会において、その過半数をもって決議ができることとしています。

⑬ 取締役の選任決議要件

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及び累積投票によらない旨定款に定めています。
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⑭ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

a. 自己の株式の取得の決定機関

当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式の

取得（会社法第165条第2項に規定する取得をいう）を行うことができる旨を定款に定めています。

b. 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に

記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めてい

ます。

c. 取締役及び監査役の責任軽減

当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の

決議（会社法第426条第1項の規定に基づく決議をいう）によって、法令に定める範囲内で、取締役及び監査

役の責任を免除することができる旨を定款で定めています。

　

⑮ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の株主総会の決議は、議決権を行使するこ

とができる株主の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以上をもってこれを行う旨を定款に

定めています。

⑯ 役員報酬等の内容

a. 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

取締役及び監査役の報酬等の総額及び対象となる役員の員数は下表のとおりです。

　(単位：百万円）

役員区分
報酬等
の総額

取締役報酬
及び加算報酬

賞与
株式報酬型

ストックオプション
積立型退任時報酬

対象員数 総額 対象員数 総額 対象員数 総額 対象員数 総額

取締役(社内) 1,198 9名 667 6名 270 7名 188 7名 73

社外取締役 120 6名 120 - - - - - -

役員区分
報酬等
の総額

監査役報酬 賞与
株式報酬型

ストックオプション
積立型退任時報酬

対象員数 総額 対象員数 総額 対象員数 総額 対象員数 総額

監査役(社内) 136 2名 136 - - - - - -

社外監査役 39 3名 39 - - - - - -

(百万円未満切捨て)
(注) 1. 上記員数は、当連結会計年度中に退任した取締役2名及び辞任した取締役1名を含めて記載しています。

なお、当連結会計年度末現在の員数は、取締役12名(うち社外取締役5名)、監査役5名(うち社外監査役3名)

です。

2. 上記のうち株式報酬型ストックオプションは、当連結会計年度に取締役7名(取締役会長及び社外取締役は支

給対象外)に付与した株式報酬型ストックオプションについて費用計上した額を記載しています。

3. 上記の報酬等のほか、退任した役員に対して役員年金を支給しており、当連結会計年度の支給総額は以下の

とおりです。

なお、役員年金制度を含む退任慰労金制度は、平成18年度定時株主総会終了時をもって廃止しています。

取締役85名(社外取締役は支給対象外)に対して146百万円

監査役7名(社外監査役は支給対象外)に対して6百万円
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b. 役員ごとの氏名、役員区分、連結報酬等の総額及び連結報酬等の種類別の額

報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の額は下表の通りです。

氏名 役員区分
連結報酬等
の総額
(百万円)

連結報酬等の種類別の額(百万円)

取締役報酬
及び加算報酬

賞与
ストック
オプション

(注1)

積立型退任時
報酬(注2)

小林 健 取締役 208 208 0 0 0

垣内 威彦 取締役 342 157 91 64 28

田邊 栄一 取締役 162 71 47 31 12

増 一行 取締役 119 57 31 22 8

戸出 巌 取締役 100 45 31 16 6

村越 晃 取締役 100 45 31 16 6

榊田 雅和 取締役 100 45 31 16 6

(百万円未満切捨て)
(注) 1. 本ストックオプションについては、当連結会計年度に会計処理（費用計上）した額を記載しており、実際に

行使・売却して得られる金額とは異なります。なお、権利行使の条件により、当連結会計年度末時点で権利

行使開始日は到来していません。

2. 本積立型退任時報酬は、各取締役の１年間の職務執行に対する報酬の一定額を、退任時報酬として、毎年積

み立てているものであり、実際の支給は取締役退任後となります。

3. 上記取締役は、いずれも連結子会社から役員としての報酬等を受けていません。

c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

当社の役員は、いずれも使用人兼務役員ではありません。

d. 取締役及び監査役の報酬等の決定方針等

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務

執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、役員報酬及び関連制度を定め、透明性

の高い運用に努めています。このうち、業務執行を担う取締役の報酬等の決定方針、水準の妥当性及びその

運用状況については、ガバナンス・指名・報酬委員会で審議・モニタリングを行っています。

取締役及び監査役の報酬等の内容及び決定方法は次のとおりです。

取締役／
監査役

該当する役員
（当連結会計
年度末員数）

報酬等の考え方 報酬等の決定方法

取締役

業務執行を担う

（執行役員兼務）

取締役

（6名）

・執行役員を兼務し業務執行を担う取締役の

報酬等は、中期経営戦略を着実に実行し業

績や持続性ある事業価値を実現することへ

の意欲や士気向上を図るとともに、株主の

皆様と中長期的に価値を共有することを狙

いとして定めています。

・業務執行を担う取締役の報酬等の構成は次

頁のとおり、固定報酬及び変動報酬から構

成されています。

変動報酬には、連結業績や個人業績に連動

する現金報酬のほか、中長期的な企業価値

向上へのインセンティブとして、株式報酬

（株式報酬型ストックオプション）を採用

しています。

・取締役会長、社外取締役及び業務

執行を担う取締役の報酬等（賞与

を除く）については、平成21年度

定時株主総会で、その報酬枠を年

額16億円以内として支給すること

を決議しており、報酬枠の範囲内

で、取締役会の決議を経て支給す

ることとしています。

・業務執行を担う取締役に対する賞

与は、業績との連動性が高いこと

から、株主総会の決議を経て支給

することとしています。取締役会長

（1名）

社外取締役

（5名）

・執行役員を兼務しない取締役会長及び社外

取締役は、主に経営の監督機能を、また、

監査役は監査をそれぞれ適切に行うため、

独立性を確保する必要があることから、固

定の月例報酬のみを支給しており、業績に

より変動する要素はありません。
監査役

監査役（社内）

（2名）

社外監査役

（3名）

・平成18年度定時株主総会で、その

報酬枠を月額15百万円以内として

支給することを決議しており、報

酬枠の範囲内で、監査役の協議を

経て支給することとしています。
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＜業務執行を担う取締役の報酬等の構成＞

報酬等の種類 報酬等の内容
固定／変動
（注1）

給付の形式

報酬枠内に
含まれる
報酬等
（注2）

取締役報酬 役位等に応じて決定した額を、毎月支給しています。 固定 現金 ○

加算報酬

業務執行を担う取締役に対して、毎年、社長が、前年

度の各役員の業績評価を行い、その結果を反映して、

個人別支給額を決定の上、支給しています。そのうち、

社長の業績評価は、ガバナンス・指名・報酬委員会の

下部機関であり、同委員会の委員長である会長、社外

委員をメンバーとする社長業績評価委員会における審

議を経て決定しています。

変動
（単年度）

現金 ○

賞与

・前年度の連結業績等に基づき、支給の有無と支給の

場合の総額を決定し、個人別支給額を決定の上、支

給しています。

・『中期経営戦略2018』期間中（平成28～平成30年

度）は、企業価値の向上につながる利益水準（株主

資本コスト）や期初業績目標の達成状況も踏まえて

支給額を決定することとし、支給総額には上限を設

けて運用しています。

なお、当期純利益（当社の所有者に帰属するもの）

が株主資本コストを上回る場合には業績に連動して

支給額を増加させる一方、株主資本コスト及び期初

業績目標を下回る場合には不支給とすることとして

います。

変動
（単年度）

現金

－
（株主総会
決議を経て
支給）

株式報酬型
ストックオプション

株主の皆様との価値共有、中長期的な企業価値向上の

観点から付与しています。ストックオプションは、原

則、付与から２年間は行使できません。また、ストッ

クオプション行使により取得した株式を含め、在任中

は株式を保有することを基本方針とし、一定株数を超

えるまでは売却を制限しています。

変動
（中長期）

株式
（新株予約権）

○

積立型退任時報酬

職務執行の対価として毎年一定額を積み立てており、

役員の退任時に、累計額を算出し、支給額を取締役会

で決定の上、支給しています。

固定 現金 ○

（注1）支給額が固定である場合には「固定」、業績等に連動して変動する場合には「変動」と記載しています。また、

前年度の連結業績や個人の業績評価などに対応する場合には「単年度」と付記しています。株式報酬型ストック

オプションは、中長期インセンティブとの位置付けのため、「中長期」と付記しています。

（注2）平成21年度定時株主総会で決議した年額16億円の報酬枠の範囲内で、取締役会の決議を経て支給している報酬等

には「○」を表示しています。

＜業務執行を担う取締役の報酬等の支給割合イメージ＞
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⑰ 株式の保有状況

当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化のための手段の一つとして、純投資目的以外の

株式を取得・保有する場合があります。これら株式を取得する際には、取得意義や経済合理性の観点を踏まえ

て取得の是非を判断し、取得後は、定期的に保有方針を見直しています。また、この保有方針を見直した結果

は毎年、取締役会で検証しています。

当事業年度の検証の結果、継続して保有するとした銘柄は、投資先との取引関係の維持・強化や共同事業を推

進することなどを保有目的としています。

a. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 472銘柄

貸借対照表計上額の合計額 823,484百万円(百万円未満切捨て)
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b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額

の100分の1を超える銘柄

(a) 特定投資株式

前事業年度

銘柄
株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)
保有目的

AYALA 63,077,541 119,393 取引・協業関係の構築・維持・強化

いすゞ自動車 63,633,040 93,699 同上

三菱自動車工業 137,682,876 92,109 同上

イオン 40,422,174 65,686 同上

日清食品ホールディングス 7,800,028 48,126 同上

北越紀州製紙 36,619,055 28,416 同上

JXホールディングス株式会社 48,615,792 26,578 同上

良品計画 1,078,300 26,299 同上

THAI UNION GROUP 347,745,120 24,260 同上

山崎製パン 9,849,655 22,555 同上

三菱地所 10,489,077 21,292 同上

国際石油開発帝石 14,623,200 16,005 同上

キリンホールディングス 6,710,473 14,095 同上

日清製粉グループ本社 8,448,522 14,032 同上

三菱重工業 26,615,000 11,886 同上

CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS 183,927,900 10,384 同上

SUMBER ALFARIA TRIJAYA 2,034,681,026 8,887 同上

東洋ゴム工業 3,890,250 7,780 同上

信越化学工業 800,092 7,716 同上

CHINA MOTOR 66,404,796 6,830 同上

岡村製作所 6,300,735 6,231 同上

大平洋金属 15,955,961 6,190 同上

永谷園ホールディングス 4,169,996 6,038 同上

特種東海製紙 1,380,000 5,747 同上

加藤産業 1,787,363 5,104 同上

新日鐵住金 1,981,953 5,083 同上

三菱倉庫 3,205,412 4,917 同上

日本新薬 865,500 4,907 同上

三菱マテリアル 1,391,793 4,690 同上

三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,162,300 4,311 同上

東ソー 3,432,272 3,356 同上

東海カーボン 6,748,990 3,273 同上

ライオン 1,603,853 3,210 同上

三菱総合研究所 975,076 3,144 同上

旭硝子 3,312,551 2,987 同上

SAHA PATHANA INTER-HOLDING 20,220,550 2,735 同上

テイカ 3,260,686 2,468 同上

宝ホールディングス 2,000,000 2,402 同上

三菱瓦斯化学 1,000,000 2,312 同上

アシックス 1,282,547 2,293 同上

ニチハ 700,300 2,289 同上

横浜ゴム 1,000,267 2,179 同上

TRI-PACK FILMS 7,500,000 2,051 同上

(百万円未満切捨て)
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当事業年度

銘柄
株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)
保有目的

AYALA 54,577,541 106,065 取引・協業関係の構築・維持・強化等

いすゞ自動車 63,633,040 103,849 同上

イオン 40,422,174 76,781 同上

日清食品ホールディングス 7,800,028 57,564 同上

良品計画 1,078,300 38,495 同上

北越紀州製紙 36,619,055 25,120 同上

THAI UNION GROUP 347,745,120 22,346 同上

山崎製パン 9,849,655 21,748 同上

国際石油開発帝石 14,623,200 19,244 同上

キリンホールディングス 6,710,473 19,007 同上

三菱地所 10,489,077 18,864 同上

日清製粉グループ本社 8,448,522 17,817 同上

東海カーボン 6,748,990 11,142 同上

三菱重工業 2,661,500 10,842 同上

SUMBER ALFARIA TRIJAYA 2,034,681,026 9,681 同上

岡村製作所 6,300,735 9,136 同上

信越化学工業 800,092 8,805 同上

東洋ゴム工業 3,890,250 7,126 同上

CHINA MOTOR 66,404,796 6,689 同上

加藤産業 1,787,363 6,657 同上

日本新薬 865,500 6,162 同上

永谷園ホールディングス 4,169,996 6,075 同上

SAHA PATHANA INTER-HOLDING 20,220,550 5,293 同上

大平洋金属 1,595,596 5,105 同上

新日鐵住金 1,981,953 4,630 同上

テイカ 1,630,343 4,591 同上

三菱マテリアル 1,391,793 4,453 同上

三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,162,300 4,295 同上

三菱倉庫 1,602,706 3,622 同上

東ソー 1,716,136 3,583 同上

ライオン 1,603,853 3,437 同上

三菱総合研究所 975,076 3,271 同上

特種東海製紙 780,000 3,162 同上

メディカル・データ・ビジョン 640,000 2,931 同上

旭硝子 662,510 2,918 同上

SECカーボン 392,200 2,898 同上

ニチハ 700,300 2,846 同上

日産化学工業 600,000 2,652 同上

三菱瓦斯化学 1,000,000 2,549 同上

アシックス 1,282,547 2,525 同上

横浜ゴム 1,000,267 2,463 同上

CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS 52,550,829 2,454 同上

宝ホールディングス 2,000,000 2,362 同上

ENGRO POLYMER & CHEMICALS 67,950,000 2,228 同上

伊勢化学工業 2,888,020 2,223 同上

東京産業 3,849,648 2,171 同上

(百万円未満切捨て)
(注)貸借対照表計上額の記載銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
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(b) みなし保有株式

前事業年度

銘柄
株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)
当社が有する権限の内容

東海旅客鉄道 3,000,000 54,420 議決権行使権限を留保しています。

東京海上ホールディングス 10,832,000 50,867 同上

三菱電機 19,000,000 30,343 同上

三菱重工業 26,615,000 11,886 同上

旭硝子 9,192,000 8,291 同上

ニコン 3,716,000 5,997 同上

三菱ケミカルホールディングス 2,715,800 2,339 同上

アサツー ディ・ケイ 765,000 2,159 同上

(百万円未満切捨て)

当事業年度

銘柄
株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)
当社が有する権限の内容

東海旅客鉄道 3,000,000 60,390 議決権行使権限を留保しています。

東京海上ホールディングス 10,832,000 51,289 同上

三菱電機 19,000,000 32,328 同上

三菱重工業 2,661,500 10,842 同上

ニコン 3,716,000 7,045 同上

旭硝子 588,400 2,591 同上

(百万円未満切捨て)

c. 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

前事業年度

(百万円)

当事業年度

(百万円)

貸借対照表

計上額の合計額

貸借対照表

計上額の合計額

受取配当金

の合計額

売却損益

の合計額

評価損益

の合計額

非上場株式 1,858 9,675 46 0 △504

非上場株式以外の株式 24,293 14,104 163 241 0

(百万円未満切捨て)
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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】

区分

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

監査証明業務
に基づく報酬

非監査業務
に基づく報酬

監査証明業務
に基づく報酬

非監査業務
に基づく報酬

当社 741 24 797 24

連結子会社 1,429 128 1,579 69

計 2,170 152 2,376 93

② 【その他重要な報酬の内容】

当社及び当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワーク

に属している外国監査法人に対して、監査証明業務及び非監査業務を委託しています。前連結会計年度及び当連

結会計年度における報酬額は以下のとおりです。

　

区分

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

監査証明業務
に基づく報酬

非監査業務
に基づく報酬

監査証明業務
に基づく報酬

非監査業務
に基づく報酬

当社 23 32 31 34

連結子会社 2,225 567 2,234 520

計 2,248 599 2,265 554

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】

(前連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、研修や海外税務申告関連業務などです。

(当連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、研修や海外税務申告関連業務などです。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

当社は、事業の規模・特性、監査時間等を勘案し、監査報酬を決定しています。
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