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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
長期にわたって当社の企業価値を守りかつ着実に増大させていくためには、事業の発展のみならず企業運営において明確なガバナンスが確立
されていること、すなわち 経営に対する株主の監督機能が適切に発揮され、また執行者による業務執行の過程が透明で合理的・効率的でかつ遵
法であることが必要不可欠であり、その為にもコーポレートガバナンス・コードの趣旨を適切に理解し、自律的かつ計画的に実践していくことが、経
営の最重要課題の一つであると認識しております。

【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・コードの各原則について、全てを実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則１−３．資本政策の基本的な方針】
当社の事業は、プラント建設から施設の維持管理、運営まで２０年、３０年と長期にわたるものが多く、質の高い商品・サービスを継続して提供で
きる企業としてお客様に安心してお付き合いいただくため、自己資本を充実させ、強固な財務基盤を長期的に継続させることを資本政策の基本と
しております。
株主還元については、激化する市場での競争力を確保するため、企業体質の強化を図りながら、安定した配当を維持することを基本に、業績等
を総合的に勘案し、利益還元を行う方針としております。
【原則１−４．政策保有株式】
(1) 政策保有に関する方針
当社グループの商品は納入から20年、30年と長期にわたりお使いいただくものが多く、お客様に当社グループと安心してお付き合いいただくた
め、長期的に事業を安定させる必要があると考えております。また、事業環境が大きく変動するなかにおいても、当社グループが持続的に成長し
ていくためには、販売、仕入、資金調達等において、様々な企業との長期にわたる良好な協力関係を構築することが必要であると考えております。
このような認識のもと、販売・アフターサービスの維持・拡大、安定調達、新たな事業機会の創出、円滑な金融取引の維持・強化、各種情報交
換、企業運営の安定化等、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると判断できる場合、当該株式を保有するものとします。また、取
得、処分に関して、重要なものについては取締役会で決定するものとしております。
保有する全ての上場株式について、毎年、取締役会で、保有に伴う便益・リスク等を定量・定性の両面から精査し、保有の適否について検証しま
す。定量面については、総合採算(取引関連収益+配当収益)と資本コストとの比較、株価動向や保有先会社の業績状況等により検証します。ま
た、定性面については、保有先会社との取引関係の状況、保有に伴う便益・リスク等により検証します。検証の結果、保有の意義が薄れたと判断
される株式については、改善が認められない場合、株価の動向、市場への影響等を考慮し、売却を検討してまいります。
＜政策保有株式にかかる検証の内容＞
2020年6月12日開催の取締役会において、保有する全上場株式（55銘柄）について保有の適否の検証を実施しました。検証においては、それぞ
れ個別銘柄について、総合採算（取引関連収益＋配当収益）と資本コストとの比較、株価動向や保有先会社の業績状況、保有先会社との取引関
係の状況等、保有に伴う便益・リスク等を定量・定性の両面から精査しました。検証の結果、55銘柄のうち50銘柄につきましては、保有の合理性が
認められ、保有を継続することといたしました。残りの5銘柄につきましては、保有の意義が薄れたと判断しており、改善が認められない場合、株価
の動向、市場への影響等を考慮し、売却を検討してまいります。
(2) 政策保有株式に係る議決権の行使基準
原則として全ての議案に対して議決権を行使するものとし、当社の株式保有目的に資することを前提に、保有先会社の企業価値向上に資すると
判断する議案であれば、賛成し、株主価値を毀損すると判断する議案に対しては反対票を投じます。
特に、重大なコンプライアンス違反や反社会的行為が発生した場合、あるいは、業績面で赤字が継続している場合における取締役選任議案等
の慎重な検討が必要な議案については、必要に応じて保有先会社との対話などにより十分な情報を入手したうえで、慎重に検討のうえ賛否を判
断するものとします。
【原則１−７．関連当事者間の取引】
取締役との取引等、会社法で定められた利益相反取引、競業取引は、その取引の可否および取引条件を取締役会で決議し、取引結果について
も取締役会に報告を行っております。監査等委員会は、各部門からの報告または監査によって利益相反取引、競業取引を監視しております。
また、主要株主（総議決権の10％以上の議決権を保有する株主）との取引については、社内規程において、その取引の可否および取引条件に
ついて取締役会で決議することを定めています。

【原則２−６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、社員一人ひとりが長期的なライフプランに応じて主体的に財産形成ができる制度として、企業型確定拠出年金制度を導入しておりま
す。
本制度導入時や新規加入時には、加入者に対して導入時教育を実施しており、その後も投資や確定拠出年金に関する基礎知識、運用商品に
関する情報等を提供することで、加入者の投資や本制度に関する理解度の向上に努めています。

【原則３−１．情報開示の充実】
(1) 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画
当社ホームページに経営理念、企業ビジョン、中期経営計画の概要を掲載しております。
（経営理念：https://www.takuma.co.jp/company/idea.html）
（企業ビジョン：https://www.takuma.co.jp/company/vision.html）
（中期経営計画の概要：https://www.takuma.co.jp/company/plan.html）
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「I．1．基本的な考え方」をご参照願います。
(3) 経営陣幹部・取締役の報酬決定
本報告書「II．１ 【取締役報酬関係】」をご参照願います。
(4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名
本報告書「II．２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」をご参照願います。
(5) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明
経営陣幹部を含む取締役候補の指名理由につきましては、株主総会招集通知の参考書類に記載しております。
また、取締役である経営陣幹部を任期途中で解任すべき事由が生じた場合には、当該解任議案を提出する株主総会の招集通知（株主総会参
考書類）に解任理由を記載します。
（株主総会招集通知：https://www.takuma.co.jp/investor/shareholders̲meeting.html）
【補充原則４−１−１】（経営陣に対する委任の範囲）
取締役会は、法令及び定款に定められた事項の他、当社の経営にかかわる重要事項を、取締役会で定めた決裁権限規程および取締役会規則
に基づき決定しております。その他業務執行に関する事項は、金額等の定量的基準や経営に及ぼす影響度等の定性的基準により分類し、その
重要度に応じて業務執行部門の職制の長が決定できるよう定めております。
【原則４−９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
本報告書「II．１ 【独立役員関係】」をご参照願います。
【補充原則４−１１−１】（取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方）
取締役会は、有効な議論ができる適正な員数を維持し、当社の経営にかかわる基本方針や重要事項の決定、および取締役・執行役員の職務
の執行を監督する役割を適切に果たすため、各取締役が持つ知識・経験・能力のバランスに配慮した構成とすることを、「役員選解任に関する方
針」の中で定めております。
当社の取締役会は、営業・技術・財務・管理等の各部門における長年の経験と知見を有する７名の社内取締役と、多様なバックグラウンドと各分
野における豊富な経験・知見を有し、かつ監査・監督に関する十分な知見と経験を有する社外取締役４名（うち女性１名）で構成されており、知識・
経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成されております。
取締役候補の指名にあたっては、上記方針のもと、「役員選解任に関する方針」に定める基本要件・選任基準を充足する者を、性別・国籍等に
関わりなく指名するものとしております。
取締役の選任に関する方針・手続については、本報告書「II．２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」をご参照願いま
す。
【補充原則４−１１−２】（取締役の兼任状況）
取締役就任後、他社役員を兼任する場合は取締役会の承認を得るものとしております。また、重要な兼職の状況は、株主総会招集通知の参考
書類ならびに事業報告において毎年開示しております。
（株主総会招集通知：https://www.takuma.co.jp/investor/shareholders̲meeting.html）
【補充原則４−１１−３】（取締役会全体の実効性評価）
取締役会の実効性を高めるため、全取締役に対して取締役会の実効性に関するアンケートならびにヒアリングを実施し、その結果を分析・評価
し担当役員から取締役会に報告するとともに、その分析・評価の結果を取締役会において審議しております。
2019年度の評価においては、取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の責務、総評の４つの視点から取締役会の実効性に関する分析・
評価を行いました。その結果、投資家向け決算説明会の開始や株主還元の一層の充実など、株主からの意見について議論し適切に反映させた
ほか、中計の進捗状況報告や次期長期ビジョン策定に向けた検討を通じて中長期の経営戦略に関する議論を充実させるなど、取締役会の機能
向上・実効性確保に向けた取り組みが継続的になされており、当社取締役会の実効性は確保されていると判断されました。一方で、取締役会の
実効性向上に向けて更なる改善を実施していく事項として、引き続き取締役会付議事項の見直しの検討やグループリスク管理体制の充実を図る
ことなどがあげられました。本分析・評価の結果を踏まえ、引き続き実効性の向上に努めてまいります。
【補充原則４−１４−２】（取締役に対するトレーニングの方針）
取締役（監査等委員である取締役を含む）に対するトレーニングの方針は以下の通りです。
・取締役は新任就任時、取締役または監査等委員の役割・責務に関する研修を受講することを原則とする。
・就任後の取締役は求められる役割を果たすために必要な知識取得に自ら積極的に取組むものとし、会社はその機会提供をサポートする。
・特に社外取締役に対しては、当社事業への理解を深め、必要な知識を習得できるようプラント見学や、当社事業、グループ会社、組織等のレク
チャーを実施する等その機会を提供する。
・会社は取締役がその役割を果たすために必要な費用を負担する。
【原則５−１．株主との建設的な対話に関する方針】
・株主との対話はＩＲ担当役員が統括しております。
・担当役員の統括のもと、関連部門が連携しながら開示資料の作成や、必要な情報の収集等を行っております。
・株主・機関投資家等からの個別面談や電話取材等を積極的に受け付けるとともに、決算説明会、スモールミーティングの開催や、当社ホーム
ページに掲載する各種ディスクロージャー資料の充実により、より分かりやすい情報開示に努めております。
・対話において把握された株主の意見・要望等は、定期的に取締役会に報告するとともに、必要に応じ適宜、取締役、関係部門にフィードバック
し、情報の共有・活用を図っております。
・決算期日の１週間前から決算発表までの間をサイレント期間として設定するなど、株主との対話においてインサイダー情報が漏えいすることのな
いように徹底しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率

20%以上30%未満

【大株主の状況】
氏名又は名称

所有株式数（株）

割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

8,414,300

10.37

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

6,789,200

8.37

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口
再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社

4,022,000

4.96

日本生命保険相互会社

3,593,282

4.43

光通信株式会社

3,251,500

4.01

ＴＨＲＥＡＤＮＥＥＤＬＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＦＵＮＤＳ ＩＣＶＣ−ＪＡＰＡＮ ＦＵＮＤ
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）

2,293,800

2.83

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８００５５
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）

1,868,045

2.30

タクマ共栄会

1,816,215

2.24

株式会社三井住友銀行

1,621,875

2.00

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）

1,606,348

1.98

支配株主（親会社を除く）の有無

―――

親会社の有無

なし

補足説明
2016年10月21日付で株式会社みずほ銀行及び共同保有者の２者連名で大量保有報告書が公衆の縦覧に供されており、2016年10月14日現在で
当社株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては実質所有株式数の確認ができておりません。
2018年5月22日付でコロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー及び共同保有者の２者連名で大量保有報告書が公衆
の縦覧に供されており、2018年5月15日現在で当社株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては実質所有株式数の確認ができて
おりません。
2020年3月30日付で株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び共同保有者の３者連名で大量保有報告書が公衆の縦覧に供されており、2020年3月23日現在で
当社株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては実質所有株式数の確認ができておりません。

３．企業属性
上場取引所及び市場区分

東京 第一部

決算期

3月

業種

機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高

1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数

10社以上50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
―――

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
―――

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

監査等委員会設置会社

【取締役関係】
定款上の取締役の員数

15 名

定款上の取締役の任期

1年

取締役会の議長

社長

取締役の人数

11 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

4名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4名

会社との関係(1)
氏名

属性

岩橋 修

他の会社の出身者

藤田 知美

弁護士

伊藤 嘉章

公認会計士

金子 哲哉

他の会社の出身者

a

b

c

d

会社との関係(※)
e f
g h

△

△

※ 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

監査等 独立
委員 役員

適合項目に関する補足説明

選任の理由

i

j

k

岩橋 修

藤田 知美

伊藤 嘉章

金子 哲哉

【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性

○

○

○

○

○

○

○

○

―――

警察庁において多くの要職を歴任、各種のリ
スクマネジメントに関する豊富な経験と高い見
識を有するとともに、当社を含めた上場企業の
社外監査役、監査等委員である社外取締役を
長年務め、監査、監督に関する十分な知見と
経験を有し、さらに、これらの業務に携わった
経験から、財務および会計に関する知見を有し
ており、これらの経験や知見を生かし、中立的・
客観的な監査とともに、当社の経営全般に対
する提言、監督をしていただくことにより、当社
のコーポレート・ガバナンス強化が期待できる
ため。
また、証券取引所が定める独立役員の要件
ならびに当社の社外役員の独立性判断基準を
充たしており、一般株主との利益相反が生じる
おそれはないと判断しております。

―――

弁護士法人イノベンティアのパートナー弁護
士として法律事務所の共同経営に携わるととも
に、日本ライセンス協会理事や京都大学法科
大学院非常勤講師としても活動し、知的財産や
事業再生、Ｍ＆Ａ、会社法等の企業法務分野
における豊富な経験や専門的な知見を有して
おり、これらの経験や知見を生かし、中立的・
客観的な監査とともに、当社の経営全般に対
する提言、監督をしていただくことにより、当社
のコーポレート・ガバナンス強化が期待できる
ため。
また、証券取引所が定める独立役員の要件
ならびに当社の社外役員の独立性判断基準を
充たしており、一般株主との利益相反が生じる
おそれはないと判断しております。

―――

太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監
査法人）において長年、上場企業の監査業務、
IPO支援およびコンサルティング業務等に従
事、同所シニアパートナーを務めたほか、上場
企業の社外取締役を長年務め、財務および会
計に関する豊富な経験と専門的な知見、ならび
に監査、監督に関する十分な経験と知見を有し
ており、これらの経験や知見を生かし、中立的・
客観的な監査とともに、当社の経営全般に対
する提言、監督をしていただくことにより、当社
のコーポレート・ガバナンス強化が期待できる
ため。
また、証券取引所が定める独立役員の要件
ならびに当社の社外役員の独立性判断基準を
充たしており、一般株主との利益相反が生じる
おそれはないと判断しております。

金子哲哉氏は株式会社みずほコーポ
レート銀行（現 株式会社みずほ銀行）に
2010年6月まで在籍していました。株式会
社みずほ銀行は当社の主要な取引銀行
の一行であり、当社及び連結子会社の同
行からの借入金残高は396百万円（2020
年3月31日現在）であります。
また、同氏は2011年5月までみずほ総合
研究所株式会社に在籍していました。同
社は取引先に該当するものの、取引額は
100万円未満と僅少であります。
また、同氏は2019年6月まで兼松株式会
社に在籍していました。同社は取引先に
該当するものの、取引額は当社の連結売
上高の0.01％未満と僅少であります。

グローバル展開する兼松株式会社において
長年、取締役および常務執行役員を務め、企
業経営に関する豊富な経験と知見を有してい
るとともに、金融機関における豊富な海外勤務
経験等から海外事業に関する知見を有してお
り、これらの経験や知見を生かし、中立的・客
観的な監査とともに、当社の経営全般に対する
提言、監督をしていただくことにより、当社の
コーポレート・ガバナンス強化が期待できるた
め。
同氏は当社の主要な取引銀行の一行である
株式会社みずほ銀行の出身ではありますが、
当社グループの借入金依存度（連結総資産に
占める借入金総額の割合）は0.5％と低く、ま
た、当社は複数の銀行と取引を行っており、同
行に依存している状態にはありません。さら
に、同氏は、2010年6月に同行を退行後、相当
期間を経過しており、出身会社の意向に影響さ
れる立場にはありません。したがって、東京証
券取引所が定める独立役員の要件ならびに当
社の社外役員の独立性判断基準を充たしてお
り、一般株主との利益相反が生じるおそれはな
いと判断しております。

全委員（名）
監査等委員会

5

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

社内取締役
（名）

常勤委員（名）
1

社外取締役
（名）
1

委員長（議長）
4

社内取締役

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する部門として監査等委員会室を設置しております。補助使用人の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒処分につ
いては、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。また、補助使用人が監査等委員会の指示に基づく業務を行うに際しては、取締役（監
査等委員であるものを除く。）その他の業務執行者の指揮命令は受けないものとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は四半期毎に会計監査人の有限責任 あずさ監査法人より監査体制、監査計画、監査実施状況等について報告を受け、質疑応
答及び情報交換を通じて連携を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門である監査部から監査計画及び監査状況等について報告を受けるなど定期的に情報の交換を行いなが
ら、お互いに連携を取り、監査等委員会が定めた監査方針等に従い各事業所、各部門および子会社の監査を行っております。

【任意の委員会】
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

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称

全委員（名）

常勤委員
（名）

社内取締役 社外取締役 社外有識者
委員長（議
その他（名）
（名）
（名）
（名）
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

人事・報酬諮問委員
会

6

0

2

4

0

0

社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

人事・報酬諮問委員
会

6

0

2

4

0

0

社内取
締役

補足説明
当社は、取締役、執行役員（あわせて以下、役員）の候補者選定および報酬の決定において透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の充
実を図ることを目的として、独立役員（社外取締役4名）、代表取締役、人事担当役員で構成する「人事・報酬諮問委員会」を設置しております。
人事・報酬諮問委員会は、役員の選解任ならびに報酬に関する事項、最高経営責任者の後継者計画に関する事項を審議し、取締役会に答申し
ます。同委員会から答申を受けた取締役会はこれを尊重し、十分に審議した上で決定しております。

【独立役員関係】
独立役員の人数

4名

その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
社外役員の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」に基づき判断しています。
[社外役員の独立性判断基準]
以下のいずれかに該当する場合には、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなす。
(1) 当社を主要な取引先とする者(*１)又はその業務執行者(*2)
(2) 当社の主要な取引先(*3)又はその業務執行者
(3) 当社から役員報酬以外に一定の額(*4)を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得てい
る者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(4) 当社から役員報酬以外に一定の額(*4)を超える寄付または助成を受けている者（当該寄付または助成を得ている者が法人、組合等の団体で
ある場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(5) 当社の主要株主(*5)又はその業務執行者

*1
*2
*3
*4
*5

「当社を主要な取引先とする者」とは、直前事業年度においてその者の連結売上高の２％以上の支払いを当社から受けた者をいう。
「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。
「当社の主要な取引先」とは、直前事業年度において当社の連結売上高の２％以上の支払いを当社に行った者をいう。
「一定の額」とは、直前事業年度において、個人の場合は1,000万円以上、団体の場合はその者の総売上高の２％以上となる額をいう。
「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を保有している者をいう。

【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

その他

該当項目に関する補足説明
年度業績に応じて支給される賞与のほか、中長期的な企業価値向上に対する動機づけのため、取締役（社外取締役及び監査等委員である取
締役を除く）に対し、譲渡制限付株式報酬を付与することとしております。
＜業績連動報酬(賞与)の算定方法＞
当社グループは、主に受注生産型の事業形態であり、また、連結経常利益を最も重要な経営指標と位置付けていることから、年度業績に応じて
支給する賞与の算定にあたっては、業績評価指標として連結受注額と連結経常利益を採用しております。
具体的には、当該年度における連結経常利益の額、連結経常利益の直近３か年の平均に対する伸び率、連結経常利益の目標達成率、連結受注
額の目標達成率をもとに算定テーブルで係数を算定し、同係数に基づき賞与額を決定しております（連結経常利益の実績値は連結対象会社の役
員賞与控除前）。評価対象となる目標値は、５月に発表する決算短信における業績予想数値を使用しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明
―――

【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
有価証券報告書及び事業報告において、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役ごとに報酬の総額を開示して
おります。

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
(1)報酬決定の方針
取締役会が定めた「役員報酬等に関する方針」において、報酬決定にあたっての基本方針を以下のように定めております。
1) 当該役員の役割と責務に相応しい水準であり、かつ優秀な人材確保に資するものであること
2) 年度業績および中長期的な企業価値向上に対する動機づけを適切に考慮した報酬体系であること
3) 株主をはじめとするステークホルダーに対し、説明責任を果たせるよう透明性、客観性の高い決定プロセスを確保すること
(2)報酬体系
取締役および執行役員の報酬は、(1)固定報酬、(2)年度業績に応じて支給される賞与、(3)中長期的な企業価値向上に対する動機づけのための
株式報酬（譲渡制限付株式報酬）で構成しております。なお、株式報酬については、中長期的なインセンティブを高め、株主との一層の価値共有を
進めることを目的として、2019年度より譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
なお、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみを支給するものとしております。
(3)報酬決定の手続
独立役員、代表取締役、人事担当役員で構成し、独立社外取締役が過半数を占める「人事・報酬諮問委員会」が「役員報酬等に関する方針」に
もとづき、報酬等に関する制度、各取締役の報酬等の額または算定基準、その他役員の報酬等に関する事項を審議し、取締役会に答申します。
同委員会から答申を受けた取締役会はこれを尊重し、十分に審議した上で決定します。
なお、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定します。

【社外取締役のサポート体制】

当社の社外取締役は全員が監査等委員であり、監査等委員会を通じて重要事項の報告・説明を行うほか、取締役会事務局である企画部が取
締役会付議事項の事前説明等を行っております。また、監査等委員会の職務を補助する部門として監査等委員会室を設置し、監査等委員が十分
にその職務を行うことができる体制を整備しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名
手島 肇

役職・地位
名誉顧問

勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)

業務内容

・非常勤
・無報酬

−

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

社長等退任日
2015/6/26

任期
定めなし

1名

その他の事項
・当社では退任した役員がそれまで培ってきた知見や人脈などを当社の事業活動に活かすため、あるいはそれらの継承を円滑に行うため、役員
退任後に相談役・顧問に就任するものとしております。
・相談役・顧問は、業界団体・学会等における活動や、お客様との取引関係の維持・強化のための活動、会社の求めに応じて助言等を行うことな
どをその役割としております。
・相談役・顧問の就任期間はそれぞれ３年・２年と社内規定に定めております。（名誉顧問は任期の定めなし）
・相談役・顧問は経営上の意思決定に関与する権限を有しておりません。
・上記の「社長等退任日」は取締役の退任日を記載しております。

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）
(1) 業務執行及び監督の機能に係る事項
当社の取締役会は、本報告書提出日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く）６名および監査等委員である取締役５名（うち社外取締役
４名）で構成され、毎月１回の定期開催を原則として必要に応じ適宜開催し、当社の経営にかかわる重要な事項や法令で定められた事項について
意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
また、経営の意思決定の迅速化および経営責任の所在明確化のため、執行役員制度を導入し、会社の業務執行を委任された責任者として執
行役員16名（提出日現在、取締役兼務を含む）を選任しており、取締役会に付議する事項及び、その他業務執行に関する重要な事項を審議する
とともに、取締役会での決議事項や業務執行に係わる重要事項を的確に執行部門に指示・伝達する機関として社長執行役員を議長とする経営執
行会議を設置しております。
(2) 監査・監督機能に係る事項
監査体制としては、当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、監査等委員会は５名の監査等委員（うち４名は社外取締役）で構成され
会計監査および業務監査にあたっております。監査等委員は、取締役会および経営執行会議等の重要な会議に出席し、業務執行状況の適時か
つ的確な把握と監視に努め、必要に応じて意見を述べ、期末には全執行役員による内部統制システムに係る自己点検・評価を実施するなど、取
締役の業務執行について厳正な監査を行っております。また、監査計画及び監査状況等について会計監査人および監査部から報告を受けるなど
定期的に情報の交換を行いながら、お互いに連携を取り、監査等委員会が定めた監査方針等に従い各事業所、各部門および子会社の監査を
行っております。なお、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けております。
(3) 役員候補者の指名及び報酬決定機能に係る事項
1)役員選解任に関する方針
取締役会は、有効な議論ができる適正な員数を維持し、当社の経営にかかわる基本方針や重要事項の決定、および取締役・執行役員の職務
の執行を監督する役割を適切に果たすため、各取締役が持つ知識・経験・能力のバランスに配慮した構成とするものとしております。また、取締役
会が定めた「役員選解任に関する方針」において、適正な選解任プロセスの確保、取締役候補・執行役員の基本要件、取締役候補・執行役員等
それぞれの選任基準、取締役・執行役員の解任基準を定めております。
2)役員選解任の手続
独立役員、代表取締役、人事担当役員で構成し、独立社外取締役が過半数を占める「人事・報酬諮問委員会」が、取締役会で定めた「役員選解
任に関する方針」にもとづき代表取締役社長を含む取締役・執行役員の選解任について審議し、同委員会から答申・勧告を受けた取締役会はこ
れを尊重し、業務執行経歴、職務執行状況等を踏まえ十分に審議した上で最終決定しております。
なお、報酬決定の方針・手続きについては、本報告書「II．１ 【取締役報酬関係】」をご参照願います。

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
当社は、社外取締役が過半数を占める監査等委員会が取締役の職務執行の監査・監督を行うとともに、取締役会における議決権行使を含め、
会社方針等の重要事項の決定への監査等委員である社外取締役の関与を通じて取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスのより
一層の充実を図るため監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、人事・報酬諮問委員会を設置し、指名・報酬決定における透明性と
客観性を高め、社外取締役の適切な関与を得る体制を構築しております。

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

招集通知の発送は株主総会開催日の約３週間前を原則とし、発送日前日までにTDnet及
び当社ホームページに掲載しております。

集中日を回避した株主総会の設定

開催日の設定にあたっては世間動向を注視しかつ総会開催準備・手続き等に要する日数
も勘案した上で集中日を避けるよう配慮しております。

電磁的方法による議決権の行使

インターネットによる議決権行使を可能としております。

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

株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加してお
ります。

招集通知（要約）の英文での提供

TDnet及び当社ホームページに招集通知の英文を掲載しています。

その他

当社ホームページに招集通知、決議通知を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年度決算発表後にアナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催しておりま
す。（2020年3月期は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止）

IR資料のホームページ掲載

業績推移、決算情報(決算短信・決算説明会資料)、適時開示情報、有価証券
報告書、株主総会招集通知、株主通信の他、英文によるアニュアルレポート等
を掲載しています。

IRに関する部署（担当者）の設置

IR担当役員として経営企画本部副本部長、IR事務連絡責任者として経理部長
が担当しています。

その他

アナリスト、機関投資家からの個別ヒアリングを受けております。

代表者
自身に
よる説
明の有
無
あり

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「世の中が必要とするもの、世の中に価値があると認められるものを生み出すこと
で、企業としての価値を見出し、それを高め、長期的な発展と、すべてのステークホルダー
の満足をめざす」ことを経営理念として掲げ、各ステークホルダーに対する基本的な考えを
示しております。また、役員・社員が企業活動を行っていく上で、各ステークホルダーに対し
て遵守すべき基本的事項を「タクマグループ会社行動基準」として定め、実践に努めていま
す。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境保全に関する取り組み、社会的責任への取り組み等をまとめた「ＣＳＲ報告書」を作成
し、当社ホームページで公開しています。また、ＣＳＲ活動の推進を図るため、コンプライア
ンス・ＣＳＲ推進本部を設置しております。

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

「タクマグループ会社行動基準」にインベスター・リレーションズ（ＩＲ）その他の活動を通じ
て、株主・投資家への適時かつ公平な企業情報の開示に努めることを定めています。

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
＜内部統制システムに関する基本的な考え方＞
当社の「内部統制システム構築の基本方針」は以下のとおりです。
1. 当社取締役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
1) 取締役、執行役員、従業員の行動規範として定めた「タクマグループ会社倫理憲章」および「タクマグループ会社行動基準」の遵守を図る。
2) 取締役会については、取締役会規則によりその適切な運営を確保すると共に、月１回開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催し
て取締役間の意思疎通を図ると共に、取締役相互に業務執行を監督し、法令、定款の違反行為を未然に防止する。
3) 取締役の職務の執行については、監査等委員会の定める監査の方針および分担に従い、監査等委員会の監査対象になる。また、取締役が他
の取締役の法令、定款の違反を発見した場合は直ちに監査等委員会へ報告し、その是正を図る。
2. 当社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、「文書管理規程」その他の関連規程に基づき適正に保存、管理する。
3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 執行役員制度により、重要事項の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、執行役員出席による経営執行会議を開催する。
2) 損失の危険の管理に関しては、「リスク管理規程」を定めて個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ってリスク管理体制を構
築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする緊急対策本部を設置して危機管理にあたることとし、迅速な対応によって損害の拡
大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
4. 当社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) 執行役員制度により、重要事項の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、執行役員出席による経営執行会議を開催する。
2) 経営執行会議は、取締役会に付議する事項およびその他経営に関する重要な事項を審議し、取締役会に上程する機能ならびに、取締役会で
の決議事項およびその他業務執行に係る重要な決定事項を効率的に遂行するため執行部門に指示・指令する機能を有する。
3) 取締役会の決議に基づく業務執行については、「決裁権限規程」において、それぞれの責任者およびその責任、ならびに執行手続の詳細を定
める。
5. 当社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
1) コンプライアンス全体を統括する部門を設置し、「タクマグループ会社倫理憲章」および「タクマグループ会社行動基準」に基づき、コンプライアン
ス体制の確立とその整備ならびに維持を図る。
2) 法令、定款違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプライアンス統括部門および外部の第三者機関を情
報受領者とする社内通報制度を整備し、「社内通報規程」に基づきその運用を行う。
3) 執行部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス体制の実施状況を含む内部監査を実施する。
6. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1) 当社は、「グループ経営における運営基準」を定め、これに基づき重要事項を承認し、または報告を受け、グループ全体の適正な管理を行う。
2) 当社は、グループ会社の決算、営業状況その他重要な業務執行状況について、当社経営執行会議において、定期的に報告を受ける。
3) グループ会社取締役は、グル−プ会社において、法令、定款違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合、または当社から
の経営指導内容が法令、定款に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合は、直ちに当社監査等委員会へ報告を行う。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ会社は、業務執行に係るリスクに対応するため、自主的方針、計画に基づいてリスクマネジメントに取り組み、当社はこれを支援する。
(3) 子会社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
「グループ経営における運営基準」および中期経営計画等で定めるグループ方針に基づき、管轄部門が中心となってグループ会社の経営管理・
経営指導を行い、グループ全体の業務の効率化および適正化を図る。
(4) 子会社の取締役および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
1) グル−プ会社における業務の適正を確保するため、「タクマグループ会社倫理憲章」および「タクマグループ会社行動基準」の遵守の共有化を
進める。
2) 当社および当社グループ会社の財務報告の適正性を確保するために必要かつ適切な内部統制を整備し、運用する。
3) 当社内部監査部門の内部監査対象に主要なグループ会社を含め、リスクの監視を行う。
7.当社監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
監査等委員会の下に「監査等委員会室」を設置し、必要に応じて、取締役（監査等委員であるものを除く。）と監査等委員会が相談のうえ補助使用
人を置くこととし、当社の従業員から任命する。
8. 7項の取締役および使用人の当社の他の取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性に関する事項
1) 補助使用人の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒処分については、監査等委員会の同意を得た上で決定する。
2) 補助使用人は、業務の執行にかかる職務を兼務することが出来る。
9. 7項の取締役および使用人に対する当社監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
補助使用人が監査等委員会の指示に基づく業務を行うに際しては、取締役（監査等委員であるものを除く。）その他の業務執行者の指揮命令は
受けない。
10. 当社監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社取締役（監査等委員であるものを除く。）、執行役員および従業員が当社監査等委員会に報告するための体制
取締役（監査等委員であるものを除く。）、執行役員および従業員が監査等委員会に報告すべき事項ならびに時期についての規程を定め、それに
基づき、監査等委員は経営執行会議その他重要な会議への出席を通じて業務執行状況を把握する。また、取締役（監査等委員であるものを除
く。）、執行役員および従業員は、当社の業務、または業績に影響を与える重要な事項について適時に監査等委員へ報告する。

(2) 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た者が当社監査等委員会に報告をするための体制
1) 監査等委員はグループ会社が重要な業務執行状況について報告する当社経営執行会議に出席し報告を受けると共に、「グループ経営におけ
る運営基準」に定められた重要事項について適時に報告を受ける。
2) 監査等委員はグループ監査役連絡会を定期的に開催し、監査状況等の報告を受ける。
3) グループ会社の社内通報制度における社外通報窓口は、当社コンプライアンス統括部門または社外の第三者機関とし、グループ会社の通報
窓口に届いた通報のうち重要なものについては、その調査結果を監査等委員会へ報告する。
11. 10項の報告を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
社内通報制度の通報者は、通報したことを理由として、不利な取扱いを受けることはない。
12. 当社監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払または償還の手続その他の
当該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
当社監査等委員が、職務の執行について生ずる費用等の請求を当社へ行うときは、当該請求が監査等委員の職務の執行に必要でないと認めら
れる場合を除き、これに応じる。
13. その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、必要と認めるときは、代表取締役等に対して、監査の体制・環境整備に関し、その確保を要請することが出来る。
14. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制
1) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、タクマグループ会社倫理憲章やタクマグループ会社行動基準に定めた
とおり、一切関係を持たない。
2) 反社会的勢力排除に向け、反社会的勢力の最新の動向に関する情報の収集に努め、警察をはじめとする外部の専門機関との連携を図るな
ど、組織全体で速やかに対処する。
＜内部統制システムの整備状況＞
内部統制システム構築の基本方針に基づき、次のとおり整備をしております。
当社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としては、「タクマグループ会社倫理憲章」及び「タ
クマグループ会社行動基準」を定めており、その内容を必要に応じ随時見直し、日常の業務遂行の参考に供するため、全役職員に配付し、定期的
に読合せを行うなどその周知徹底を図っております。加えて、社内へのコンプライアンス意識の浸透の徹底を図るため「コンプライアンス・ＣＳＲ推
進機構」を設置しており、その中で四半期毎に独占禁止法や下請法等の業務に関連のあるテーマを教材にした教育を実施し、Ｑ＆Ａ等の関連情
報を全役職員が社内イントラで常時閲覧できるようにしております。また、法令違反その他コンプライアンス違反に対し、迅速かつ効果的な対応が
とれるようコンプライアンス統括部門及び外部の第三者機関を情報受領者とする社内通報制度を設けております。
子会社の業務の適正を確保するための体制としては、「グループ経営における運営基準」を定め、これに基づき重要事項を承認し、または報告
を受け、グループ全体の適正な管理を行うとともに、当社内部監査部門の監査対象に主要なグループ会社を含め、リスクの監視を行っておりま
す。また、「タクマグループコンプライアンス・ＣＳＲ推進連絡会」を設置しており、グループ全体においてコンプライアンス方針が徹底されるよう、グ
ループ会社の啓蒙・教育に努めております。

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
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
タクマグループ会社倫理憲章に、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たない旨を定めておりま
す。
また、タクマグループ会社行動基準では、役員および社員は、反社会的勢力および団体に対しては、「金を出さない」、「利用しない」、「恐れない」
を基本原則とした断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断しなければならない旨を定めております。
これらは、当社グループ役員および社員に対し教育、研修等を通して周知徹底をはかっております。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
反社会的勢力排除に向けた体制としては、総務部が主管部署となり、企業防衛対策協議会に加盟するほか、所轄警察署等との情報交換を行い
最新の動向を把握するよう努めております。
また、「暴力団等反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、コーポレート・サービス本部長の統括のもと各事業所に設置した「不当要求
防止責任者」を中心に各部門が協力して統一的、組織的に対応を行う体制を整備しております。

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
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は以下のとおりです。
１．当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、世の中が必要とするもの、世の中に価値があると認められるものを生み出すことで、社会に貢献し、企業としての価値を高め、長期的な
発展と、すべてのステークホルダーの満足を目指すことを経営理念としております。したがって、当社の財務および事業の方針の決定を支配する
者は、この理念を理解したうえで様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を、継続的に確保・向
上させていくものでなければならないと考えております。
当社取締役会は、あらゆる大規模な買付行為に対して否定的な見解を有するものではありません。また、大規模買付行為については、それを受
け入れるべきか否かの最終的な判断は、当社取締役会ではなく当社株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。しかし、株式の大規模
な買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益を明確に毀損するもの、大規模な買付行為に応じることを株主の
皆様に強要して不利益を与えるおそれがあるもの等、必ずしも対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにはなら
ないと思われるものも存すると考えられます。
そのため、当社株式に対して大規模な買付行為が行われた場合には、当該大規模買付行為の是非について株主の皆様が適切な判断をするた
めに、必要な情報や時間を確保し、大規模買付行為を行う者と協議・交渉を行うなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上さ
せることを目的として、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において適切な措置を講じてまいります。
２．基本方針の実現に資する取り組み
当社は1938年（昭和13年）の創業以来、ボイラ業界のパイオニアとして産業用、動力用、船舶用、空調用などあらゆる種類のボイラを生産し、「ボ
イラならタクマ」とのご信頼をいただいてまいりました。また、経済成長にともなう、環境公害問題にもいちはやく取り組み、1963年（昭和38年）には
機械式ごみ焼却炉国内第一号機を完成させたのをはじめとして環境事業にも進出いたしました。以来、ボイラプラントなどの熱エネルギー分野と
ごみ処理プラント、水処理プラント、産業廃棄物処理プラントなどの環境分野に事業展開を図り、これらの分野に経営資源を集中することによっ
て、より高い企業価値を創出してまいりました。当社は、今後とも、再生可能エネルギーと環境保全分野でのリーディングカンパニーとして社会に
必須の存在でありつづけ、中長期的な事業戦略に基づいた経営を継続する所存であります。
（１）第12次中期経営計画による企業価値向上の取り組み
当社は、2018年度から2020年度までの3ヵ年を対象期間とした第12次中期経営計画に取り組んでおります。
第12次中計では、将来予想される事業環境の変化を見据え、企業ビジョンの達成とその後の着実な成長に向けて企業力を高めていくために以
下の５つを基本方針として掲げております。
①収益基盤のより一層の強化・拡大
当社グループの商品は納入から20年、30年と長期に渡りお使いいただくものが多く、より長く、より効果的に活用していただくために継続して質の
高いアフターサービスを提供していくことが、お客様と当社グループ相互の利益につながり、長期的かつ安定的な収益の基盤となる。多様化する
顧客ニーズに的確に対応し、プラント・製品のライフサイクルを通じて質の高いソリューションを提供し続けていくことにより、収益基盤の更なる強
化・拡大を図る。
②持続的成長の確保
これまでの事業活動を通じて蓄積してきた技術・実績・経験・ノウハウなどの「強み」をベースとして、独自性のある技術・サービス・ビジネスモデル
を継続的に生み出し顧客価値を創造するとともに、顧客ニーズの変化や新たな社会的課題の出現等、外部環境の変化に迅速に対応し、競争優
位を確保・創出していくことで持続的な成長の確保につなげる。
③ビジネスプロセス変革等による生産性の向上
社会構造の変化や、顧客ニーズ・社会的課題の高度化・多様化など、外部環境の変化に伴い複雑化してきたビジネスプロセスを抜本的に見直し
て再構築し、より付加価値の高い業務に注力することで生産性を高め、人的資源の効果的活用と提供価値の更なる向上を目指す。
④人材の活躍促進
当社グループの今後の事業展開に不可欠な多様な人材の採用・育成を推進するとともに、社員一人ひとりが意欲的に仕事に取り組み、持てる能
力を最大限発揮し活躍できる環境づくりを進めていく。
⑤コンプライアンス経営の継続的推進
継続的な啓発・教育活動によりコンプライアンス意識は着実に根付いてきているが、これまで積み上げてきた品質等への信頼を揺るがすことのな
きよう、引き続き改善を怠ることなく活動していくとともに、内部通報制度やＣＳＲ意識調査等の仕組みを効果的に運用・活用し、グループ全体のコ
ンプライアンス意識の更なる浸透・向上を図る。
これら基本方針に基づく諸施策の実施により、計画期間（2018〜2020年度）累計の連結経常利益330億円の達成を目指してまいります。
（２）コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取り組み
長期にわたって当社の企業価値を守りかつ着実に増大させてゆくためには、事業の発展のみならず企業運営において明確なガバナンスが確立さ
れていること、すなわち経営に対する株主の監督機能が適切に発揮され、また執行者による業務執行の過程が透明で合理的・効率的でかつ遵法
であることが必要不可欠であります。そのためにはコーポレート・ガバナンスの強化が当社にとって経営の最重要課題の一つであるという認識の
もと、内部統制システムの構築を行うとともに、コンプライアンス意識の徹底を図るため「タクマグループ会社倫理憲章」および「タクマグループ会社
行動基準」を定め、全役職員に配布し、啓蒙・教育に努めております。さらに内部通報窓口である「ヘルプライン」を社内および社外に設置し、社内
通報制度を確立しております。
また、当社は監査等委員会に独立性の高い社外取締役４名を配置しております。これにより、業務執行者に対する監督機能を一層強化し企業
価値を継続的に向上させていく所存であります。
（３）安定した株主還元策
当社は、激化する市場での競争力を確保するため企業体質の強化を図りつつ、業績等を総合的に勘案しながら、株主の皆様への安定した利益
還元を行うことを方針としております。

なお、内部留保金は、将来の企業価値増大に必要な資金として、研究開発費や設備投資、戦略投資などに充当する方針であります。
３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されることを防止するための取り組み
当社は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資す
るものであれば、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えるものではありません。また、支配権の移転を伴う
買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益を明白に毀損するもの、大規模買付行
為に応じることを株主の皆様に強要して不利益を与えるおそれのあるもの、取締役会や株主の皆様が株式の大規模な買付等の内容等について
検討し、あるいは取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの、買付等の対象とされた会社の
企業価値の源泉である特定の重要顧客をはじめとする顧客等ステークホルダーとの継続的な取引関係を破壊し、会社に回復しがたい損害をもた
らすと判断されるもの等、大規模な買付等の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合には、当該大規模買付行為の是非について株主の皆様が適切な判断をするために必
要な情報や時間を確保し、大規模買付行為を行う者と協議・交渉を行うなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させること
を目的として、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において適切な措置を講じてまいります。
４．上記取り組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
上記３に記載の取り組みは、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為の是非について株主の皆様が適切な判
断をするために必要な情報や時間を確保し、大規模買付行為を行う者と協議・交渉を行うなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保
し、向上させるためのものであり、上記２に記載の取り組みを含め基本方針に沿っており、当社株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役
員の地位の維持を目的とするものではありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
＜適時開示体制の概要＞
1．適時開示にかかわる基本姿勢
当社は「世の中が必要とするもの、世の中に価値があると認められるものを生み出すことで社会に貢献し、企業としての価値を高め、長期的な発
展とすべてのステークホルダーの満足をめざす」ことを経営理念としており、その実現には会社情報の適時・適切な開示に真摯に取り組むことが
不可欠であると認識しております。この取組姿勢をグループ全役職員に周知・徹底するため、株主・投資家への正確、適時、公平な情報開示に努
めることについて、「タクマグループ会社倫理憲章」及び「タクマグループ会社行動基準」の中で定めております。
2．適時開示に係る社内体制
当社では、会社情報を開示する際には、会社情報の内容により次のような体制をとっております。
(1) 決定事実に関する情報
重要な決定事実については、原則として経営執行会議において審議を行った上で、原則として毎月1回開催する定時取締役会において決定する
ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより迅速な決定を行っております。決定された重要事実について、適時開示規則に従い、開示
が必要か否かを情報取扱責任者を中心に関連部門に関与させ検討し、開示が必要となる場合には、迅速に行うよう努めております。
(2) 発生事実に関する情報
重要事実が発生した場合には、当該事実が発生したことを認識した部署から当該部署を管轄する取締役に対して速やかに報告がなされます。
その後、情報取扱責任者を中心に関連部門に関与させ当該情報の内容の検討を行うとともに、適時開示規則に従い、当該情報の開示が必要か
否かの検討を行い、開示が必要となる場合には、迅速に行うよう努めております。
(3) 決算に関する情報
決算に関する情報については、経理部において作成した決算数値を、決算に関する取締役会において承認し、当日決算情報を開示しておりま
す。
(4) グループ会社に関する情報
当社グループ会社において決定・発生する重要事実に関しては、企画部が情報を集約し、その後、情報取扱責任者を中心に関連部門に関与さ
せ当該情報の内容の検討を行うとともに、適時開示規則に従い、当該情報の開示が必要か否かの検討を行い、開示が必要となる場合には、迅速
に行うよう努めております。

株主総会

選任・解任

報告

選任・解任

報告・意見陳述

選任・解任

報告

報告

報告

監査･監督

取締役会

監査等委員会

会計監査人
連携

付議・報告

選定・解職・監督

選任・解任

補助
諮問

答申

監査等委員会室
人事・報酬諮問委員会
監査

会計監査

連携

報告
コンプライアンス・ＣＳＲ推進機構

報告

取締役社長

報告

報告

（重要事項の審議）

監査部

重要事項の
付議・報告

指示・
情報伝達

内部監査

執行役員

業務執行

コンプライアンス・ＣＳＲ推進本部

経営執行会議

内部監査

建設部門安全衛生委員会
環境委員会
海外危機管理委員会
情報セキュリティ委員会
輸出管理委員会

教育・指示・報告
監視・指導

各本部 ／ センター

等

