
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 600,000,000

計 600,000,000

（注）当社は、平成28年６月22日開催の第163回定時株主総会の決議により、同年10月１日付にて株式の併合（10株を

１株に併合し、発行可能株式総数を60億株から６億株に変更）を実施したため、当社の発行可能株式総数は

5,400,000,000株減少し、600,000,000株となっております。

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株)
（平成29年３月31日現在）

提出日現在発行数(株)
（平成29年６月21日現在）

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 364,364,210 364,364,210
東京、名古屋

（以上市場第一部）

単元株式数は100株で
あります。

計 364,364,210 364,364,210 － －

（注）当社は、平成28年６月22日開催の第163回定時株主総会の決議により、同年10月１日付にて株式の併合（10株を

１株に併合し、発行可能株式総数を60億株から６億株に変更）を実施したため、当社の発行済株式総数は、

3,279,277,890株減少し、364,364,210株となっております。また、当社は、同年５月16日開催の取締役会の決議

により、同年10月１日付にて当社の単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

 
(２)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(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】

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
(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26年２月26日  (注１) 470,831,000 3,585,892,100 13,797 247,110 13,797 96,969

平成26年３月19日  (注２） 57,750,000 3,643,642,100 3,819 250,930 3,819 100,789

平成28年10月１日  (注３） △3,279,277,890 364,364,210 － 250,930 － 100,789

(注) １．有償一般募集

      発行価格：138円 発行価額：132円28銭 資本組入額：29円30銭

     ２．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

      発行価格：132円28銭 資本組入額：66円14銭 割当先：みずほ証券(株)

     ３．当社は、平成28年６月22日開催の第163回定時株主総会の決議により、同年10月１日付にて株式の併合（10

株を１株に併合し、発行可能株式総数を60億株から６億株に変更）を実施したため、当社の発行済株式総数

は、3,279,277,890株減少し、364,364,210株となっております。
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(６)【所有者別状況】

平成29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 73 61 1,280 527 86 145,028 147,056 － 

所有株式数 

 (単元) 
2 1,196,145 61,664 604,034 784,748 507 986,027 3,633,127 1,051,510 

所有株式数の

割合 (％) 
0.00 32.92 1.70 16.63 21.60 0.01 27.14 100.00 － 

(注) １．自己株式220,837株は、「個人その他」に2,208単元、「単元未満株式の状況」に37株含まれております。

なお、自己株式数220,837株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は220,737

株であります。

２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ82単元

及び47株含まれております。

 

(７)【大株主の状況】

    平成29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)

（信託口） 
東京都中央区晴海１－８－11 14,349 3.94 

日本マスタートラスト信託銀行(株) 

（信託口） 
東京都港区浜松町２－11－３ 12,646 3.47 

新日鐵住金(株) 東京都千代田区丸の内２－６－１ 10,735 2.95 

日本生命保険(相) 東京都千代田区丸の内１－６－６ 10,119 2.78 

日本トラスティ・サービス信託銀行(株)

（信託口９） 
東京都中央区晴海１－８－11 9,872 2.71 

日本トラスティ・サービス信託銀行(株)

（信託口５） 
東京都中央区晴海１－８－11 6,649 1.82 

(株)みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 6,467 1.77 

三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 東京都千代田区丸の内１－４－５ 5,233 1.44 

日本トラスティ・サービス信託銀行(株)

（信託口１） 
東京都中央区晴海１－８－11 4,962 1.36 

日本トラスティ・サービス信託銀行(株)

（信託口２） 
東京都中央区晴海１－８－11 4,853 1.33 

計 － 85,884 23.57 

(注) １．日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)、日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)、日本トラ

スティ・サービス信託銀行(株)(信託口９)、日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口５)、日本トラ

スティ・サービス信託銀行(株)(信託口１) 及び日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口２)の所有株

式は、信託業務に係るものであります。
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２．(株)みずほ銀行他２名の連名により、平成28年10月21日付で大量保有報告書が関東財務局長に提出されており

ますが（報告義務発生日 平成28年10月14日）、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認

ができておりません。なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。 

 

氏名又は名称
所有株式数

（千株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％)

(株)みずほ銀行 6,467 1.77

みずほ信託銀行(株) 3,423 0.94

アセットマネジメントＯｎｅ(株) 13,935 3.82

計 23,825 6.54

 

３．ブラックロック・ジャパン(株)他５名の連名により、平成29年３月22日付で大量保有報告書が関東財務局長に

提出されておりますが（報告義務発生日 平成29年３月15日）、当社として当事業年度末現在における実質所

有株式数の確認ができておりません。なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。 

 

氏名又は名称
所有株式数

（千株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％)

ブラックロック・ジャパン(株) 6,401 1.76

BlackRock Life Limited 841 0.23

BlackRock Asset Management Ireland Limited 1,367 0.38

BlackRock Fund Advisors 4,301 1.18

BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 4,782 1.31

BlackRock Investment Management (UK) Limited 1,105 0.30

計 18,797 5.16
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(８)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29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） 普通株式     2,325,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   360,986,900 3,609,869 －

単元未満株式 普通株式     1,051,510 －
１単元（100株）未満の
株式

発行済株式総数 364,364,210 － －

総株主の議決権 － 3,609,869 －

(注) １．「完全議決権株式（その他）」欄には証券保管振替機構名義の株式が8,200株、「株式給付信託（BBT）」制度

に関する資産管理サービス信託銀行(株)（信託Ｅ口）が所有する当社株式が1,222,800株、及び株主名簿上は当

社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株含まれております。また、「議決権の数」欄

に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が82個、「株式給付信託（BBT）」制度に関する資産管理サ

ービス信託銀行(株)（信託Ｅ口）が所有する当社株式に係る議決権の数が12,228個、及び株主名簿上は当社名

義となっておりますが実質的に所有していない株式に係る議決権の数が１個含まれております。なお、「株式

給付信託（BBT）」制度に関する資産管理サービス信託銀行(株)（信託Ｅ口）が所有する当社株式に係る議決権

の数12,228個は、議決権不行使となっております。

２．当社は、平成28年６月22日開催の第163回定時株主総会の決議により、同年10月１日付にて株式の併合（10株を

１株に併合し、発行可能株式総数を60億株から６億株に変更）を実施したため、当社の発行済株式総数は、

3,279,277,890株減少し、364,364,210株となっております。また、当社は、同年５月16日開催の取締役会の決

議により、同年10月１日付にて当社の単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

 

②【自己株式等】

平成29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(％)

当社
神戸市中央区 

脇浜海岸通２－２－４
220,700 - 220,700 0.06

神鋼商事(株)
大阪市中央区

北浜２－６－18
1,203,200 - 1,203,200 0.33

浅井産業(株)
東京都港区

港南２－13－34
730,700 - 730,700 0.20

神鋼鋼線工業(株) 尼崎市中浜町10－１ - 100,000 100,000 0.03

三和鐵鋼(株)
愛知県海部郡 

飛島村金岡７
41,400 - 41,400 0.01

(株)セラテクノ
明石市貴崎 

５－11－70
29,800 - 29,800 0.01

計 － 2,225,800 100,000 2,325,800 0.64

(注) １．株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株あります。なお、当該株式

数は「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。

２．「株式給付信託（BBT）」制度に関する資産管理サービス信託銀行(株)（信託Ｅ口）が所有する当社株式

1,222,800株は、上記自己株式に含まれておりません。

３．神鋼鋼線工業(株)保有の他人名義の株式は、以下の名義で退職給付信託に拠出されたものであります。

みずほ信託銀行(株)退職給付信託神鋼鋼線工業口再信託受託者資産管理サービス信託銀行(株)100,000株

（東京都中央区晴海１－８－12）
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４．当社は、平成28年６月22日開催の第163回定時株主総会の決議により、同年10月１日付にて株式の併合（10株

を１株に併合）を実施するとともに、同年５月16日開催の取締役会の決議により、同年10月１日付にて当社

の単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

 

(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。

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号による普通株式の取得 

(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】

会社法第155条第７号による普通株式の取得

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 40,017 9,973,308 

 当期間における取得自己株式 913 923,942

(注) １．当社は、平成28年６月22日開催の第163回定時株主総会の決議により、同年10月１日付にて株式の併合（10株

を１株に併合）を実施したため、「当事業年度における取得自己株式」40,017株の内訳は、当該株式併合前

が33,641株、当該株式併合後が6,376株となっております。

２．当期間における取得自己株式には、平成29年６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

請求により取得した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】

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なった取得自己株式 - - - -

消却の処分を行なった取得自己株式 - - - -

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行な

った取得自己株式
- - - -

その他

（単元未満株式の買増請求による売渡し）
6,625 2,910,442 173 469,901

その他

（株式併合による減少）
1,933,166 - - -

保有自己株式数 220,737 - 221,477 -

(注) １．当社は、平成28年６月22日開催の第163回定時株主総会の決議により、同年10月１日付にて株式の併合（10株

を１株に併合）を実施したため、当事業年度における「その他（単元未満株式の買増請求による売渡し）」

6,625株の内訳は、当該株式併合前が6,190株、当該株式併合後が435株となっております。

２．当期間における「その他（単元未満株式の買増請求による売渡し）」には、平成29年６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増請求により売渡した株式数は含めておりません。 

３．当期間における「保有自己株式数」には、平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取請求により取得した株式数及び単元未満株式の買増請求により売渡した株式数は含めておりません。
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３【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、中長期的な視野に立った事業展

開を推進することにより、グループ全体での企業価値向上に努めております。 

成果の配分につきましては、当社の財政状態、業績の動向、先行きの資金需要等を総合的に考慮することとし、配

当につきましては、継続的かつ安定的に実施していくことを基本としつつ、各期の業績及び配当性向等を勘案して決

定してまいります。 

内部留保資金につきましては、将来の成長のために必要な投資等に充てることを通じて、収益力の向上に努めると

ともに、財務体質の改善・強化を進めてまいります。 

また、業績に応じた利益配分を考慮するうえで、基準とする配当性向につきましては、当面、親会社株主に帰属す

る当期純利益の15％から25％程度を目安といたします。 

 

剰余金の配当につきましては、会社法第459条第１項及び第460条第１項に基づき、取締役会の決議によって定める

旨を定款に定めております。 

これに基づき、定款に定める基準日である中間期末及び期末に、年２回の配当を取締役会決議により実施すること

を基本としております。それ以外を基準日とする配当を行なう場合には、別途取締役会にて基準日を設定したうえで

行ないます。 

以上を踏まえ、当事業年度の配当につきましては、親会社株主に帰属する当期純損益が大幅な赤字になった中、成

長に向けた戦略投資を行っていくことなどを総合的に考慮した結果、誠に遺憾ながら、実施を見送る方針を決議いた

しました。 

 

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 第160期 第161期 第162期 第163期 第164期

決算年月 平成25年３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

最高(円) 144 191 240 239
1,300 

（125) 

最低(円) 57 102 126 78
803

(79)

(注) １．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

２．当社は、平成28年６月22日開催の第163回定時株主総会の決議により、同年10月１日付にて株式の併合（10

株を１株に併合）を実施しており、第164期の株価については当該株式併合後の最高・最低株価を記載し、

（ ）内に当該株式併合前の最高・最低株価を記載しております。

(２)【最近６箇月間の月別最高・最低株価】

月別 平成28年10月 11月 12月 平成29年１月 ２月 ３月

最高(円) 939 1,155 1,300 1,186 1,176 1,166

最低(円) 833 803 1,073 1,052 997 995

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％） 

役名 担当 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
(百株) 

取締役   川崎 博也 昭和29年８月４日生 昭和55年４月 当社入社 

(注)２ 285

会長兼社長 平成19年４月 当社執行役員 

（代表取締役） 平成22年４月 当社常務執行役員 

  平成24年４月 当社専務執行役員 

  平成24年６月 当社専務取締役 

  平成25年４月 当社取締役社長 

  平成28年４月 当社取締役会長兼社長(現) 

取締役 鉄鋼事業部門長 尾上 善則 昭和30年11月30日生 昭和55年４月 当社入社 

(注)２ 170

副社長執行役員 平成20年４月 当社執行役員 

（代表取締役） 平成22年４月 当社常務執行役員 

  平成24年４月 当社専務執行役員 

  平成26年４月 当社副社長執行役員 

  平成26年６月 当社取締役副社長 

  平成28年４月 当社取締役副社長執行役員(現) 

取締役 アルミ・銅事業部門長 金子 明 昭和29年11月３日生 昭和54年４月 当社入社 

(注)２ 133

副社長執行役員 平成21年４月 当社執行役員 

（代表取締役） 平成23年４月 当社常務執行役員 

  平成26年４月 当社専務執行役員 

  平成26年６月 当社専務取締役 

  平成27年４月 当社取締役副社長 

  平成28年４月 当社取締役副社長執行役員(現) 

取締役 

副社長執行役員 

（代表取締役） 

監査部、秘書広報部、

総務部、法務部、人事

労政部、経営企画部

（除く自動車軽量化事

業企画室）、経理部、

財務部、営業企画部、

建設技術部、ラグビー

部支援室、電力事業部

門、支社・支店（高砂

製作所を含む）、海外

拠点（本社所管）の総

括、全社コンプライア

ンスの総括 

梅原 尚人 昭和30年４月６日生 昭和54年４月 

平成21年４月 

平成23年４月 

平成26年４月 

平成26年６月 

平成27年４月 

平成28年４月 

当社入社 

当社執行役員 

当社常務執行役員 

当社専務執行役員 

当社専務取締役 

当社取締役副社長 

当社取締役副社長執行役員(現) (注)２ 146

 

 

 

 

取締役 機械事業部門長 山口 貢 昭和33年１月８日生 昭和56年４月 当社入社 

(注)２ 90

副社長執行役員 平成23年４月 当社執行役員 

（代表取締役） 平成25年４月 当社常務執行役員 

  平成27年４月 当社専務執行役員 

  平成28年６月 

平成29年４月 

当社取締役専務執行役員 

当社取締役副社長執行役員(現) 

取締役 エンジニアリング事業

部門長 

眞部 晶平 昭和30年９月16日生 昭和53年４月 当社入社 

(注)２ 127

専務執行役員 平成21年４月 当社執行役員 

  平成23年４月 当社常務執行役員 

  平成27年４月 当社専務執行役員 

  平成27年６月 当社専務取締役 

  平成28年４月 当社取締役専務執行役員(現) 

取締役 溶接事業部門長 輿石 房樹 昭和34年８月29日生 昭和59年４月 当社入社 

(注)２ 98

専務執行役員 平成24年４月 当社執行役員 

  平成26年４月 当社常務執行役員 

  平成27年６月 当社常務取締役 

  平成28年４月 当社取締役専務執行役員(現) 
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役名 担当 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

(百株) 

取締役 全社技術開発の総括、

環境防災部、ものづく

り推進部、ＩＴ企画部

の総括、全社システム

の総括、技術開発本部

長 

三宅 俊也 昭和34年10月17日生 昭和59年４月 当社入社 

(注)２ 94

専務執行役員 平成24年１月 当社経営企画部担当役員補佐 

  平成25年４月 当社執行役員 

  平成27年４月 当社常務執行役員 

  平成28年６月 

平成29年４月 

当社取締役常務執行役員 

当社取締役専務執行役員(現) 

取締役 コベルコ建機(株) 楢木 一秀 昭和28年11月11日生 昭和52年４月 当社入社 

(注)２ 244

（非常勤） 取締役社長 平成20年４月 当社執行役員 

    平成22年４月 当社常務執行役員 

    平成24年４月 当社専務執行役員 

    平成24年６月 当社専務取締役 

    平成26年４月 当社取締役副社長 

    平成28年４月 当社取締役（非常勤）(現) 

      コベルコ建機(株)取締役社長(現) 

取締役   北畑 隆生 昭和25年１月10日生 昭和47年４月 通商産業省入省 

(注)２ 37

平成16年６月 経済産業省経済産業政策局長 

平成18年７月 経済産業事務次官 

平成20年７月 経済産業省退官 

平成22年６月 当社取締役(現) 

  丸紅(株)社外監査役 

平成25年６月 (学)三田学園理事長(現) 

  丸紅(株)社外取締役(現) 

平成26年４月 (学)三田学園学校長 

平成26年６月 セーレン(株)社外取締役(現) 

  日本ゼオン(株)社外取締役(現) 

取締役   馬場 宏之 昭和29年１月27日生 昭和51年４月 住友ゴム工業（株）入社 

(注)２ ‐

平成12年３月 同社取締役 

平成15年３月 同社執行役員 

平成15年７月 ＳＲＩスポーツ(株)（現、ダンロ

ップスポーツ(株)）取締役社長 

平成23年３月 同社取締役会長 

平成27年３月 同社相談役(現) 

平成27年６月 

 

積水化成品工業(株)社外取締役

(現) 

平成29年６月 当社取締役(現) 
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役名 担当 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

(百株) 

取締役   藤原 寛明 昭和25年11月12日生 昭和50年４月 当社入社 

(注)３ 142

（監査等委員） 平成16年４月 当社執行役員 

  平成18年４月 当社常務執行役員 

  平成21年４月 当社専務執行役員 

  平成21年６月 当社専務取締役 

  平成23年４月 当社取締役副社長 

  平成26年６月 当社監査役 

  平成28年６月 当社取締役（監査等委員）(現) 

取締役   山本 敬藏 昭和26年11月19日生 昭和51年４月 当社入社 

(注)３ 46
（監査等委員） 平成24年４月 当社技監 

  平成26年６月 当社監査役 

  平成28年６月 当社取締役（監査等委員）(現) 

取締役   沖本 隆史 昭和25年11月14日生 昭和48年４月 (株)第一勧業銀行入行 

(注)３ 64

（監査等委員） 平成13年６月 同行執行役員 

  平成14年４月 (株)みずほコーポレート銀行執行

役員 

  平成14年10月 同行常務執行役員 

  平成17年４月 同行取締役副頭取 

  平成19年４月 同行取締役副頭取退任 

 
 

(株)オリエントコーポレーション

顧問 

  平成19年６月 同社取締役会長兼会長執行役員 

  平成20年６月 第一三共(株)社外取締役 

  平成23年６月 (株)オリエントコーポレーション

取締役会長兼会長執行役員退任 

    当社監査役 

    富士通(株)社外取締役 

  平成24年６月 富士電機(株)社外取締役 

    中央不動産(株)取締役社長 

  平成25年６月 新電元工業(株)社外監査役(現) 

    清和綜合建物(株)監査役 

  平成27年６月 中央不動産(株)取締役会長 

  平成28年６月 同社取締役会長退任 

当社取締役（監査等委員）(現) 

取締役   宮田 賀生 昭和28年４月24日生 昭和52年４月 松下電器産業(株)入社 

(注)３ 3

（監査等委員） 平成19年４月 同社役員 

  平成21年４月 パナソニック(株)常務役員 

  平成23年４月 同社専務役員 

  平成23年６月 同社取締役専務 

  平成26年６月 同社顧問 

  平成27年３月 東燃ゼネラル石油(株)社外取締役 

  平成27年12月 パナソニック(株)顧問 退任 

  平成28年６月 

平成29年４月 

当社取締役（監査等委員）(現) 

ＪＸＴＧホールディングス(株)社

外取締役(現) 

取締役   千森 秀郎 昭和29年５月24日生 昭和58年３月 司法修習修了 

(注)３ 2

（監査等委員） 昭和58年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 

  平成14年５月 (弁)三宅法律事務所代表社員(現) 

  平成14年６月 オムロン(株)社外監査役 

  平成18年６月 (株)ダスキン社外監査役 

  平成23年６月 内藤証券(株)社外監査役(現) 

 

 

平成28年６月 

 

当社取締役（監査等委員）(現) 

ローム（株）社外監査役(現) 

計 1,681
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(注)１．取締役北畑隆生、馬場宏之、沖本隆史、宮田賀生、千森秀郎は、社外取締役であります。 

２．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

３．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定

める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締

役は、次のとおりであります。
 

氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

(百株) 

北畑 隆生 昭和25年１月10日生 昭和47年４月 通商産業省入省 

37 

平成16年６月 経済産業省経済産業政策局長 

平成18年７月 経済産業事務次官 

平成20年７月 経済産業省退官 

平成22年６月 当社取締役(現) 

丸紅(株)社外監査役 

平成25年６月 (学)三田学園理事長(現) 

丸紅(株)社外取締役(現) 

平成26年４月 (学)三田学園学校長 

平成26年６月 

 
平成28年６月 

セーレン(株)社外取締役(現) 

日本ゼオン(株)社外取締役(現) 

当社補欠監査等委員(現) 

（注）１．補欠の監査等委員である取締役北畑隆生は、当社の社外取締役であります。

２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任

期の満了の時までであります。
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（執行役員の状況） 

当社は、事業部門制の下で執行役員制を導入しておりますが、平成29年６月21日現在の取締役を除く執行役員は24

名で、以下のとおりであります。 
 

○本社等

役名 担当 氏名 略歴 

専務執行役員 経営企画部（自動車軽量化事業企

画室）、技術開発本部自動車ソリ

ューションセンターの担当、全社

自動車プロジェクトの担当 

水口 誠 昭和57年４月 当社入社 

平成23年４月 当社執行役員 

平成25年４月 当社常務執行役員 

平成28年４月 当社専務執行役員(現) 

常務執行役員 経理部、財務部の担当 河原 一明 昭和57年４月 当社入社 

平成26年４月 当社執行役員 

平成28年４月 当社常務執行役員(現) 

常務執行役員 監査部、総務部、法務部、ラグビ

ー部支援室の担当、全社コンプラ

イアンスの担当 

大久保 安 昭和56年４月 

平成27年４月 

平成29年４月 

当社入社 

当社執行役員 

当社常務執行役員(現) 

常務執行役員 秘書広報部、人事労政部（除く安

全管理）、経営企画部（除く自動

車軽量化事業企画室）、営業企画

部、建設技術部、支社・支店（高

砂製作所を含む）の担当、海外拠

点（本社所管）の担当 

勝川 四志彦 昭和60年４月 

平成27年４月 

平成29年４月 

当社入社 

当社執行役員 

当社常務執行役員(現) 

執行役員 

 

 

環境防災部、ものづくり推進部、

ＩＴ企画部の担当、全社システム

の担当、技術開発本部開発企画部

長 

後藤 有一郎 平成２年４月 

平成29年４月 

当社入社 

当社執行役員(現) 

 

○鉄鋼事業部門

役名 担当 氏名 略歴 

専務執行役員 営業総括部、資材部の担当、営業

全般の担当 

宮下 幸正 昭和55年４月 当社入社 

平成22年４月 当社執行役員 

平成24年４月 当社常務執行役員 

平成26年４月 当社専務執行役員(現) 

専務執行役員 鋼材生産全般の担当、加古川製鉄

所長 

柴田 耕一朗 昭和59年４月 当社入社 

平成24年４月 当社執行役員 

平成26年４月 当社常務執行役員 

平成28年４月 当社専務執行役員(現) 

常務執行役員 薄板営業部の担当、薄板分野海外

拠点の担当 

岡 欣彦 昭和58年４月 当社入社 

平成26年４月 当社執行役員 

平成28年４月 当社常務執行役員(現) 

常務執行役員 技術総括部、システム技術部、技

術開発センターの担当、人事労政

部（安全管理）の担当 

山本 浩司 平成２年８月 

平成26年４月 

平成28年４月 

当社入社 

当社執行役員 

当社常務執行役員(現) 

常務執行役員 神戸製鉄所長 宮崎 庄司 昭和60年４月 当社入社 

平成27年４月 

平成29年４月 

当社執行役員 

当社常務執行役員(現) 

執行役員 企画管理部、原料部の担当 永良 哉 昭和60年４月 当社入社 

平成28年４月 当社執行役員(現) 

執行役員 線材条鋼営業部、厚板営業部の担

当、線材条鋼分野海外拠点の担当 

西村 悟 昭和61年４月 

平成28年４月 

当社入社 

当社執行役員(現) 

執行役員 線材条鋼商品技術部、厚板商品技

術部、薄板商品技術部の担当 

中村 昭二 昭和63年４月 

平成29年４月 

当社入社 

当社執行役員(現) 

執行役員 鋳鍛鋼事業部、チタン本部、鉄粉

本部の担当、素形材企画部長 

森 啓之 平成元年４月 

平成29年４月 

当社入社 

当社執行役員(現) 
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○溶接事業部門 

役名 担当 氏名 略歴 

常務執行役員 企画管理部、生産センターの担当 山本 明 昭和62年４月 当社入社 

平成27年４月 

平成29年４月 

当社執行役員 

当社常務執行役員(現) 

 

○アルミ・銅事業部門 

役名 担当 氏名 略歴 

常務執行役員 鋳鍛事業、押出事業の担当、環境

防災、安全管理全般の担当 

藤井 拓己 昭和56年４月 当社入社 

平成24年４月 当社執行役員 

平成26年４月 当社常務執行役員(現) 

常務執行役員 技術部の担当、アルミ板事業の担

当 

磯野 誠昭 昭和61年４月 

平成27年４月 

平成29年４月 

当社入社 

当社執行役員 

当社常務執行役員(現) 

執行役員 企画管理部、原料部の担当、銅板

事業の担当、アルミ板事業につい

て担当役員を支援 

平田 誠二 昭和61年４月 

平成29年４月 

 

当社入社 

当社執行役員(現) 

 

 

○機械事業部門 

役名 担当 氏名 略歴 

専務執行役員 圧縮機事業部長 大濱 敬織 昭和56年４月 当社入社 

平成22年４月 当社執行役員 

平成24年４月 当社常務執行役員 

平成26年４月 当社専務執行役員(現) 

執行役員 産業機械事業部長 竹内 正道 昭和59年４月 当社入社 

平成28年４月 当社執行役員(現) 

執行役員 圧縮機事業部副事業部長、圧縮機

事業部回転機本部長 

岩本 浩樹 昭和60年４月 当社入社 

平成29年４月 当社執行役員(現) 

 

○エンジニアリング事業部門 

役名 担当 氏名 略歴 

常務執行役員 安全品質環境管理部、プロジェク

トエンジニアリングセンターの担

当、原子力・ＣＷＤ本部の担当 

森崎 計人 昭和58年４月 

平成24年４月 

平成26年４月 

当社入社 

当社執行役員 

当社常務執行役員(現) 

常務執行役員 新鉄源本部、社会インフラ本部の

担当、市場開発室の担当 

石川 裕士 昭和57年４月 当社入社 

平成26年４月 当社執行役員 

平成28年４月 当社常務執行役員(現) 

 

○電力事業部門 

役名 担当 氏名 略歴 

常務執行役員 事業部門長 北川 二朗 昭和57年４月 当社入社 

平成26年４月 当社執行役員 

平成28年４月 当社常務執行役員(現) 
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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 企業統治の体制

１) 会社の機関の内容、現在の体制を選択している理由

(ⅰ) 現在の体制を選択している理由

需要分野、事業環境、商流、規模などが異なる広範囲なセグメントによる複合経営を進め、そのシナジー効

果を発揮させることが当社の企業価値の源泉であり、持続的成長の礎となる技術開発やイノベーションの追求

は、現場と一体となった議論無くしては達成できないと当社は考えております。

さらに、複合経営の推進には、多岐にわたる事業に対するリスク管理や経営資源の分配などにつき、活発な

議論や適切な意思決定を行なうと同時に、機動的な業務執行の監督を取締役会が行なうことが必要であり、そ

のためには、監督と執行を完全には分離せず、業務執行側に対する正しい理解を持ったメンバーが取締役会に

参画することが望ましいと考えております。

こうした考えのもと、当社はこれまで、監督と執行を分離しない一方、当社の幅広い事業に対する充実した

監査を行なうために、監査役がそれぞれ調査権限を持つ監査役設置会社を選択してまいりましたが、監督機能

のさらなる強化、経営に関する意思決定の迅速化を図るため、監査を担当する者が、取締役会において議決権

を有する監査等委員会設置会社に平成28年６月22日付で移行いたしました。

 

(ⅱ) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の構成 

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、定款上の員数である15名以内とし、取締役会におけ

る実質的な議論を確保しつつ、取締役の多様性にも配慮した適切な人数で構成しております。

当社の取締役会は、会長、社長の他、本社部門、事業セグメント及び技術開発部門を統べる業務執行取締役

などをメンバーとします。

ただし、活発な議論や適切な意思決定と監督をより高めるためには、社外の公正中立な視点や少数株主をは

じめとするステークホルダーの視点を反映することが不可欠であるため、社外取締役を複数名招聘することと

し、現在、監査等委員でない社外取締役を２名招聘しております（なお、この２名の他監査等委員として社外

取締役を３名招聘しております。）。

この社外取締役は、毎月開催される取締役会へ出席し、当社の持続的な成長のために必要な社外の公正中立

な視点や少数株主をはじめとするステークホルダーの視点を踏まえた適切な助言と、こうした観点に基づいた

議決権の行使、取締役会の監督、当社と経営陣の間の利益相反の監督の役割を担っております。

・社外取締役北畑 隆生氏は、丸紅(株)、セーレン(株)及び日本ゼオン(株)の社外取締役であります。当社と

丸紅(株)との間には、取引関係はございますが、開示すべき特別な関係はございません。当社とセーレン

(株)との間には、開示すべき特別な関係はございません。当社と日本ゼオン(株)との間には、取引関係は

ございますが、開示すべき特別な関係はございません。また、同氏は(学)三田学園の理事長を兼務してお

りますが、当社と同法人との間には、取引関係はなく、当社からの同法人に対する寄附もございませんの

で、当社の「独立役員の基準」を満たしております。

・社外取締役馬場 宏之氏は、積水化成品工業(株)の社外取締役であります。当社と同社との間には、開示す

べき特別な関係はございません。同氏は、平成15年３月まで、住友ゴム工業(株)の業務執行取締役であり

ました。当社と同社との間には、取引関係がございますが、同社の業務執行者を退任して３年以上が経過

しており、また、その取引額は、当社の連結総売上高の２％未満であるため、「主要な取引先」には該当

せず、当社の「独立役員の基準」を満たしております。

 
(ⅲ) 監査等委員である取締役、監査等委員会の体制 

監査等委員会設置会社である当社は、会社法上の監査等委員会に関する規定（非業務執行取締役３名以上、

そのうち過半数を社外取締役とする）に対し、透明性・公正性が担保され、広範囲な事業セグメントを持つ複

合経営に対し十分な監査機能が果たされるよう、監査等委員会を社内委員２名、社外委員３名の５名で構成す

ることを基本としております。なお、定款上、当社の監査等委員である取締役は５名以内としております。

また、当社は、社内の監査等委員を監査等委員会の決議により常勤に指名することで、充実した監査を行な

うことができるようにしております。

常勤の監査等委員である取締役は経営陣と監査等委員会との連絡、内部監査部門に対する指示・統制を担

い、監査等委員である社外取締役は、監査に対する専門的な知見の提供及び公正性を担保する機能を担ってお

ります。こうした機能を果たすため、監査等委員である社外取締役は、監査に必要な知見を提供できる法曹

界、金融界、産業界等幅広い分野から招聘しております。
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・監査等委員である社外取締役沖本 隆史氏は、新電元工業(株)の社外監査役を兼務しております。当社と同

社との間には、開示すべき特別な関係はございません。また、同氏は平成28年６月まで中央不動産(株)の

業務執行取締役でありましたが、当社と同社との間には、開示すべき特別な関係はございません。なお、

同氏は平成19年４月まで当社の借入先である(株)みずほコーポレート銀行（現 (株)みずほ銀行）の業務執

行取締役でありましたが、当社は同行の他多数の金融機関と取引を行なう中、同行からの借入額は当社の

資金調達額全体の10％未満で同行に多くを依存しておらず、また、同行の業務執行者を退任して３年以上

を経過していることから、当社の「独立役員の基準」を満たしております。

・監査等委員である社外取締役宮田 賀生氏は、ＪＸＴＧホールディングス(株)の社外取締役であります。当

社と同社との間には、開示すべき特別な関係はございません。なお、当社と同氏が業務執行取締役を務め

ていたパナソニック(株)との間には取引関係がございますが、その取引額は、当社の連結総売上高の２％

未満であり、かつ同社の連結総売上高の２％未満であるため、当社の「独立役員の基準」を満たしており

ます。

・監査等委員である社外取締役千森 秀郎氏は、(弁)三宅法律事務所の代表社員を兼務しております。当社と

(弁)三宅法律事務所との間には、取引関係がございますが、顧問契約はなく、その取引額は(弁)三宅法律

事務所の総売上高の２％未満であるため、当社の「独立役員の基準」を満たしております。同氏は内藤証

券(株)の社外監査役を兼務しております。当社と同社との間には、開示すべき特別な関係はございませ

ん。また、同氏はローム(株)の社外監査役を兼務しております。当社と同社との間には、取引関係はござ

いますが、開示すべき特別な関係はございません。

 

加えて、監査等委員である取締役には、常に財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものを配し、監

査の実効性向上に配慮しております。現在、監査等委員である取締役のうち、監査等委員である取締役藤原 寛

明及び監査等委員である社外取締役沖本 隆史の２氏は、以下のとおり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。 

・監査等委員である取締役藤原 寛明氏は、当社において、平成16年４月から平成17年３月まで執行役員財務

部長を務め、平成17年４月から平成21年３月まで執行役員として財務部を、平成21年４月から平成21年６

月まで執行役員として、平成21年６月から平成26年３月まで取締役として財務部及び経理部を担当してお

りました。 

・監査等委員である社外取締役沖本 隆史氏は、(株)第一勧業銀行及び(株)みずほコーポレート銀行に長年勤

務し、平成17年４月から平成19年４月まで、取締役として銀行業務に従事しておりました。

 

(ⅳ) 取締役会と執行機能 

取締役会は、重要な業務執行その他法定の事項につき審議・決議と業務執行の監督を担います。

ただし、取締役会が迅速な判断を阻害しないよう取締役会での審議基準を定め、一定の範囲で社長以下の業

務執行の責任者に権限を委譲しております。

加えて、業務を執行する取締役を補佐する者として執行役員をおき、経営の委任と迅速な経営判断の実施が

できる体制としております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員の任期は、変化の激しい経営環境に機敏に対応す

るため、１年としております。 

 

(v) 独立社外取締役会議の設置 

当社は独立社外取締役の機能を最大限に活用すべく、経営陣の指名や報酬に対する客観的な意見の聴取、そ

の他業務執行に関する情報の提供の場として独立社外取締役会議を設置しております。

独立社外取締役会議は独立社外取締役のみで構成され、定例会議を四半期に１度、その他必要に応じ臨時会

議を開催します。

独立社外取締役会議には、適宜、業務執行取締役等が出席し、情報提供・意見交換を行ないます。

なお、監査等委員会、内部監査部門、内部統制部門との情報共有等を図るため、独立社外取締役会議の事務

局を経営企画部が担い、これを監査部、人事労政部がサポートすることとしております。
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(ⅵ) 取締役候補者の選定の考え方 

当社は、当社の取締役が株主から負託を受けた役割を果たすために必要な資質及び社外取締役については独

立役員の基準について、当社としての考え方を取りまとめ、公表しております。候補者の選定にあたっては、

この考え方に沿って候補者を指名します。

 

(取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者指名にあたっての考え方) 

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は株主から負託を受けた役割を果たすため、以下の資質を

持つ人物が望ましいと考え、この考え方に沿って候補者を指名します。 

Ａ）ステークホルダーに配慮し、社会的責任を全うすると同時に、企業価値の向上に取り組むという当社の企

業理念、経営ビジョンを十分に理解し、その実践に努めることができること 

Ｂ）自身のキャリアを踏まえて事業、職務への深い知見を有すると同時に、経営資源の分配をはじめ、重要な

経営事項の決定に際し、素材系、機械系、電力供給といった多岐にわたる当社の事業間のシナジー効果を

十分に発揮できるよう、柔軟かつバランスの取れた判断ができること 

Ｃ）変化の激しい環境において、迅速かつ果断な判断ができること 

Ｄ）取締役会の一員として、他の取締役に対し、積極的な提言、示唆を実施できること 

Ｅ）なお、社外取締役については、社外の公正中立な意見を取締役会の決議に反映させることで、適切なリス

クテイクを後押しし、当社の中長期的成長をサポートすることができる人物が望ましいことから、上記

Ａ)乃至Ｄ)に加えて、以下の条件を満たすことを求めます。 

a.豊富な経験と高い見識を有し、その経歴等に鑑みて、客観的・公正・中立な判断ができること 

b.特に、当社の経営ビジョン・経営計画の推進にあたり必要なグローバルな知見もしくは当社の営む事業

分野に対する知見があること 

c.当社の定める独立役員の基準を満たすこと 

 

(監査等委員である取締役候補者指名にあたっての考え方) 

当社の監査等委員である取締役は株主から負託を受けた役割を果たすため、以下の条件を満たす人物が望まし

いと考え、この考え方に沿って候補者を指名します。 

Ａ）当社の多岐にわたる事業特性を十分に理解したうえで、会社法に定める職責・機能にもとづき適正な監

査・監督ができること 

Ｂ）適法性監査にとどまらず、企業価値向上に資するよう、経営の妥当性にまで視野を広げ、取締役会で積極

的な発言等ができること 

Ｃ）監査等委員であることを踏まえて、取締役としての権限を適正に行使できること 

Ｄ）なお、少なくとも１名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する人物の登用を基本とします。 

Ｅ）また、監査等委員である社外取締役については、様々な視点から監査・監督機能が発揮されるよう法曹

界、金融界、産業界等幅広い分野の出身者からそれぞれ招聘することを基本とし、その上で、その知見を

活かして、監査等を通じて得た情報をもとに、適切なリスクテイクを後押しし、当社の中長期的成長をサ

ポートすることができる人物が望ましいことから上記Ａ)乃至Ｃ)に加えて、以下の条件を満たすことを求

めます。 

a.豊富な経験と高い見識を有し、その経歴等に鑑みて、客観的・公正・中立な判断ができること 

b.当社の定める独立役員の基準を満たすこと 

 

(独立役員の基準) 

当社の社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む。）は、以下の要件のいずれにも該当しない場合に、

独立性を有するものとします。ただし、Ｌ）は監査等委員である社外取締役についてのみ適用されるものとし

ます。 

 

Ａ）現在又は過去における当社グループ（当社及びその子会社をいう。以下同じ。）の業務執行者（業務執行

取締役、執行役及び執行役員その他の使用人をいう。以下同じ。） 

Ｂ）現在又は過去５年間において、近親者（２親等以内の親族をいう。以下同じ。）が当社グループの業務執

行者であるもの 

Ｃ）現在又は過去３年間における当社の主要な株主（議決権保有割合10％以上の株主をいう。）又はその業務

執行者 

Ｄ）現在又は過去３年間における当社の主要な取引先（直近３事業年度における当社に対する支払額のうち最

も高い額が当社の連結総売上高の２％を超える取引先をいう。）又はその業務執行者 

Ｅ）現在又は過去３年間において当社を主要な取引先とする者（直近３事業年度における当社の支払額のうち

最も高い額がその者の連結総売上高の２％を超える取引先をいう。）又はその業務執行者 
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Ｆ）現在又は過去３年間において当社の資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融

機関その他の大口債権者又はその業務執行者 

Ｇ）現在又は過去３年間において当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（個人の場合には1,000万

円/年又は10万ドル/年のいずれか大きい額以上の額のものをいい、法人、組合等の団体である場合にはそ

の団体の連結総売上高の２％以上の額のものをいう。）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ものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。但し、当

該団体から報酬の支払を受けず、独自に自己の職務を遂行する者を除く。） 

Ｈ）当社の会計監査人である公認会計士、又は当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 

Ｉ）直近事業年度において、当社から1,000万円/年又は10万ドル/年もしくは当該組織の平均年間総費用の

30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の代表者もしくはそれに準ずる者 

Ｊ）当社グループと社外役員の相互派遣の関係（当社グループに在籍する業務執行者が他の会社の社外役員で

あり、かつ当該他の会社に在籍する業務執行者が当社の社外役員である場合をいう。）を有する会社の業

務執行者 

Ｋ）近親者が上記Ｃ)～Ｊ)（業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員に限り、法律事務所等の専

門的アドバイザリーファームに所属する者については、社員及びパートナーに限る。）に該当する者 

Ｌ）以下のa.からc.に該当する者の近親者 

a.現在又は過去１年間における当社の子会社の非業務執行取締役 

b.現在又は過去１年間における当社の子会社の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、当該法人に

所属する公認会計士もしくは税理士） 

c.過去１年間における当社の非業務執行取締役 

 

当社の現在の社外取締役５名は、いずれも豊富な経験及び高い見識を有する人物であり、上記の考え方に照

らして、適任であると判断しております（当社は社外取締役５名全員を独立役員として金融商品取引所に届け

出ております。）。
 

(ⅶ) 業務執行の仕組み

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）が業務執行の中核として主要な事業部門の業務執行を

統括し、これらの取締役の指揮の下で執行役員が業務の執行を分担します。当社の執行役員は、法定の機関で

はありませんが、取締役会で選任され、取締役会にて委嘱された業務を執行する重要な役職であると位置付け

ます。こうした体制のもと、事業戦略等経営に関する方向性や取締役会付議事項を審議する場として「経営審

議会」（月２回開催）を開催します。経営審議会のメンバーは、本社部門、事業セグメント及び技術開発部門

を統べる業務執行取締役及び経営企画部担当執行役員、社長の指名する執行役員並びに常勤の監査等委員であ

る取締役１名の常任メンバーに加え、案件毎に指名されるメンバーで構成します。

経営審議会は、決議機関ではなく、各事業部門、当社グループの業務執行に対し多方面からの考察を加える

ことを目的とした闊達な議論の場として位置付け、経営審議会で審議した事項は、取締役会に決議事項もしく

は報告事項として上程します。 

また、業務を執行する取締役、執行役員及び技監並びに社長の指名する関係会社の社長及び役員を構成員と

する「役員連絡会」（四半期に１回開催）を置きます。

「役員連絡会」は経営に関する重要な事項について情報の共有化を図る場であり、加えて、当社グループ一

体経営・業務執行に必要な様々な知識の取得と適切な更新等の研鑽のために社内外から講師を招聘した研修を

実施する場としても位置付けます。

この他、必要に応じ、当社の経営全般に及ぼす影響度が高い事項を、社長又は上位職位の諮問を受けて関係

者が審議する場として委員会を設けます。

 

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概要は、次の

図のとおりです。 
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２) 内部統制システムの整備状況 

当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその他業務の適正を確保

するための体制は、以下のとおりです。

 
(ⅰ) 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

法令等を遵守するための具体的な企業行動指針を定めた『企業倫理綱領』をコンプライアンスの規範・基準

とする。また、当社及び主要グループ会社において、取締役会の諮問機関として外部委員を入れた「コンプラ

イアンス委員会」を設置する他、外部の弁護士を受付窓口とする「内部通報システム」を導入するなど、外部

からのチェックを組み込んだ法令遵守体制を構築する。

 

(ⅱ) 財務報告の適正性確保のための体制整備

『財務報告に係る内部統制基本規程』に従い財務報告の適正性を確保するための社内体制を整備する。

 

(ⅲ) 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

『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規程』に従い、適切に取締役の職務の執行に係る

情報の保存及び管理を行なう。

 
(ⅳ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

『リスク管理規程』を策定することにより、業務の適正と効率性を確保する。『リスク管理規程』は、当社

事業を取り巻くリスクについて、各部門が個別のリスク項目を抽出し、その抽出されたリスク項目に対して予

防保全策及びリスク顕在時の対応手順を定める他、リスク管理のモニタリング体制のあり方について規定する

ものである。『リスク管理規程』に定める「リスク管理基準」は、適宜その内容を見直すこととする。また、

この体制については、内部監査部門により適切性や有効性の検証を実施する。

 
(ⅴ) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 

当社は「監査等委員会設置会社」であるが、より「透明性」「公正性」が確保された経営体制を実現すべ

く、当社グループのコーポレートガバナンス機能の中心となる当社取締役会に監査等委員である社外取締役に

加えて、監査等委員でない社外取締役を選任する。

また、「迅速」な意思決定に加えて、事業ユニット間での情報共有・連携などグループの総合力を最大限発

揮していくための経営システムとして「事業部門制」を採用している。主要な事業部門では取締役が業務執行

を統括し、その指揮の下で取締役会が選任した執行役員が業務を執行する。

この他、事業戦略等経営に関する方向性や取締役会付議事項を審議する場として「経営審議会」を開催す

る。また、業務を執行する取締役、執行役員及び技監並びに社長の指名する関係会社の社長及び役員を構成員

とする「役員連絡会」を置き、経営に関する重要な事項について情報の共有化を図る。
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(ⅵ) 会社及びその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 

『関係会社管理規程』に従い、関係会社の行なう重要な意思決定に際しては、当社主管部門・本社部門と協

議、重要事項の報告などを義務づけるとともに、一定金額を超える財産処分行為他については、当社の取締役

会、社長の事前承認を要求することで、グループ一体運営を図ることとする。

関係会社は事業を取り巻くリスクについて、『リスク管理規程』に従い、個別のリスク項目を抽出し、その

抽出されたリスク項目に対して現状評価を行ない適切な予防保全策を立案する。

また、関係会社に対して、適宜取締役又は監査役を派遣し、関係会社の取締役会へ出席するとともに、関係

会社の経営を管理・監督する。

さらに法令等を遵守するための具体的な企業行動指針を定めた『企業倫理綱領』『行動基準』の制定、コン

プライアンス委員会の設置、内部通報制度の整備を関係会社に対して求め、法令遵守体制を構築する。

ただし、上場会社については当社からの一定の経営の独立性を確保することが必要であることから、当社が

関係会社経営者の独自の判断を拘束することのないように配慮をする。
 

(ⅶ) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、同取締役及び使用人の取締役（監査等委

員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の同取締役及び使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会事務局を置く。また、事務局の使用人については、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性の確保及び指示の実効性の確保を図るため、その人事異動

及び人事評価等を監査等委員会と事前に協議する。

事務局の使用人は「監査等委員会監査等基準」に従い、監査等委員会の指示を受けて監査等委員会監査に係

る補助業務等を行なう。なお、監査等委員会監査に係る補助業務等の遂行にあたっては、取締役（監査等委員

である取締役を除く。）、執行役員及び使用人はこれを妨げず、監査の実効性確保に協力する。

 

(ⅷ) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監

査等委員会への報告に関する体制、子会社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体

制、及び監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

るための体制

取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び使用人は、監査等委員会に対して、法定事項に

加え、定期的に職務の執行状況、重要な委員会等の報告を行なう。また、事業活動において発生した重要なリ

スクとその対応状況、財務報告の適正性を確保するための社内体制の整備・運用状況についても、都度報告す

る。

加えて、子会社の状況については、必要に応じて、その取締役、監査役、使用人から監査等委員会に対して

報告を行なうとともに、監査等委員会事務局及び特定監査を含めた当社の内部監査部門は、監査等委員会に対

してグループ全体のコンプライアンス、リスク管理等について適宜報告を行なう。

「内部通報システム」における内部通報者の不利益待遇の禁止と同様に、監査等委員会に報告を行なった者

が不利な取扱いを受けないことを企業倫理綱領に定め、その周知徹底を図る。
 

(ⅸ) 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず

る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員会がその職務の執行について、会社法に基づく費用の支払い等の請求をしたときは、当該請求が

監査等委員会の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

なお、監査等委員会は、職務上必要と認める費用について、毎年、あらかじめ一定額の予算を計上する。

 

(ⅹ) その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制 

監査等委員会の監査の実効性を確保するため、監査等委員会の「年度監査方針・計画」を取締役会等におい

て説明を受ける他、監査等委員会と代表取締役社長との定期的会合、内部監査部門との連携など監査環境の整

備を図る。
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３) コンプライアンス体制 

当社は、法令や社会規範の遵守なくして企業の存立はあり得ないとの認識の下、コンプライアンス体制の構築

を経営の最重要課題と位置付けております。平成12年６月に、法令等を遵守するための具体的な企業行動指針と

して『企業倫理綱領』を制定し、その後の事業環境の変化に応じて、改定を行なっております。本綱領は、良き

「企業市民」として法令その他の社会規範を遵守し、環境に配慮しながら、優れた製品・サービスの提供を通じ

て社会に貢献するため、会社及び役員、社員が守るべき規範・基準を記載しております。

また、平成15年６月、取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、様々な取組みを実施

しております。具体的には、推進計画の立案と進捗状況の確認の他、「内部通報システム」に通報のあった重大

事案やコンプライアンス違反事案に関する審議を行なうとともに、必要に応じて再発防止策等の施策を取締役会

に答申するなど、コンプライアンス経営の実効を高めております。

さらに、この取組みを当社グループ全体にも広げるべく活動を展開しており、主なグループ会社においても

『企業倫理綱領』を制定し、「コンプライアンス委員会」を設置しております。加えて、外部の弁護士を受付窓

口とする「神戸製鋼グループ内部通報システム」を構築するとともに、グループ各社に導入しております。

また、当社を含めたグループ全体の役員を含めた全社員へのコンプライアンス意識の浸透を図るため、各種マ

ニュアルの作成、教育などを実施しております。

 

② 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係 

内部監査については、独立した監査組織として監査部（兼任含め14名）を設置しております。特にコンプライア

ンス、環境、情報セキュリティ等の各監査については、それぞれの統括部門が監査部と共同あるいは連携して監査

を実施しております。また、監査部は、内部統制部門が実施する統制状況についても監査、確認を行ない、また、

その結果をフィードバックするなど連携をとっております。

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人に所属する、原田 大輔、東浦 隆晴、俣野 広行の３名の公認会

計士が監査業務を執行しております。また、会計監査業務に係る補助者は、同監査法人に所属する公認会計士11名

及び公認会計士試験合格者６名、その他４名であります。会計監査人は、内部監査部門、内部統制部門との間で適

宜情報交換を行ない、監査を行なっております。

なお、内部監査及び会計監査と監査等委員会監査の連携については、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会

合をもち、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について意見交換を行なうなど緊密な連携を保っております。

また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会う他、監査の実施経過について適宜報告を受けております。加え

て、監査等委員会は、内部監査部門から定期的に監査方針・計画を聴取するとともに、内部監査部門、内部統制部

門の双方から、適宜コンプライアンスやリスク管理等の内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受け

るなど緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。

当社が設置する独立社外取締役会議は、監査等委員である社外取締役及び監査等委員でない社外取締役の全社取

締役がメンバーとなっており、情報の共有化を図っております。 
 

③ 社外取締役との関係

社外取締役北畑 隆生氏、馬場 宏之氏、沖本 隆史氏、宮田 賀生氏、千森 秀郎氏の５氏と当社との間には特別な

利害関係はありません。

なお、社外取締役の当社株式所有の状況は、５「役員の状況」に記載のとおりであります。
 

④ 責任限定契約の内容の概要

当社と非業務執行取締役は会社法第427条第１項及び当社定款第29条第２項に基づき、取締役会の決議により、会

社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が

規定する額としております。
 

⑤ 定款における取締役・株主総会に関する特別の定め

取締役に関しては、当社定款上、以下の特別の定めを置いております。

１) 第19条第２項で、取締役の選任決議は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なうとの定めを置いております。また、同条第３項でその決議は累

積投票によらない旨を定めております。

 

２) 職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、第29条第１項及び附則で、会社法第

426条第１項の規定により、会社法第423条第１項に定める取締役（取締役・監査役であったものを含む。）の損

害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができるとの定めを置いておりま

す。
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３) 定時株主総会の決議を待たず柔軟かつ機動的に事業活動の成果である利益を株主に分配することで機動的な資

本政策を実現可能とするため、取締役の任期を１年とするなどの要件を満たす会社において、定款の定めにより

剰余金の配当等（自己株式の取得を含む。）の決定機関を取締役会とすることが認められていることから、当社

定款第35条に「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合

を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」との規定を置いております。 

 

また、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的として、当社の定款第15条第２項の定めにより、会社法第309条

第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権数の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以上をもって行なうとの定めをおいております。

 

⑥ 役員報酬等 

当社は、平成28年６月22日開催の第163回定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社への

移行に伴い、取締役の報酬額の新たな設定、業績連動性の向上を目的とした制度への切替え、及び株式報酬を基礎

とした中長期インセンティブ報酬制度の導入を決議しており、報酬制度を変更いたしましたので、取締役及び監査

役の報酬等の総額を監査等委員会設置会社移行前と移行後で分けて表記しております。 

 

 イ．役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

監査等委員会設置会社移行前（平成28年４月１日から第163回定時株主総会（平成28年６月22日）終結の時まで） 

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額

（百万円）
対象となる
役員の員数
（人）

備考

基本報酬

取締役

（社外取締役を除く）
113 113 ９

 

監査役

（社外監査役を除く）
16 16 ２

社外役員 16 16 ５

(注)１．平成16年６月25日開催の第151回定時株主総会において、取締役の報酬額は月額63百万円以内（ただし、

使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない）、監査役の報酬額は月額11百万円以

内と決議しております。 

２．取締役の報酬は業績連動型の報酬制度に基づいて決定しております。役職位毎の基準報酬額を、事業年

度毎の全社及び各事業部門の業績に応じて変動させることで、各事業に対する結果責任を明確にしてお

ります。 

なお、社外取締役はその役割に鑑み、業績連動型の報酬制度の対象外としております。 

監査役については、取締役報酬などを勘案し、役割に応じた報酬を設定しております。 

取締役・監査役報酬は、それぞれ株主総会にて決議された限度額の範囲内において支給しております。 

  決定方法としては、取締役の報酬制度に関する方針は取締役会決議にて、監査役報酬の方針は監査役全

員の協議により決定しております。 

３．役員賞与は支給しておりません。 

４．上記に記載した報酬等の他、平成16年６月25日開催の第151回定時株主総会決議に基づき、退職慰労金の

打ち切り支給として取締役１名に対して47百万円を支給しております。 
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監査等委員会設置会社移行後（第163回定時株主総会（平成28年６月22日）終結の時から平成29年３月31日まで） 

区分
人員 支払総額 報酬等の種類別総額（百万円）

備考
（名） （百万円） 基本報酬 業績連動報酬 株式報酬 

取締役（監査等委員を除く）

（社外取締役を除く）
９ 298 298 - -

 

取締役（監査等委員）

（社外取締役を除く）
２ 50 50 - -

社外役員 ５ 52 52 - - 

(注)１．平成28年６月22日開催の第163回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報

酬額は基本報酬の支給限度額を１事業年度当たり総額650百万円以内、業績連動報酬の上限額に相当する

支給限度額を１事業年度当たり総額350百万円以内とし、監査等委員である取締役に対する報酬の上限額

を、１事業年度当たり総額132百万円以内と決議しております。また、取締役（社外取締役及び監査等委

員である取締役を除く）を対象に、新たな株式報酬として、株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ（＝

Board Benefit Trust））」の導入を決議しており、３事業年度分として570百万円を拠出しておりま

す。

  なお、当社役員の報酬等の額またはその算定方法に係る決定の考え方につきましては、下記「ロ．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」に記載しております。

２．役員賞与は支給しておりません。 

３．業績の大幅な下方修正及び年間配当の見送りを真摯に受け止め、取締役（社外取締役及び監査等委員で

ある取締役を除く）の基本報酬を当面、５～10％減額いたします。また、グループ会社における多額の

損失計上を踏まえ、代表取締役会長兼社長及び一部取締役は報酬を自主返上（10％・３か月）しており

ます。

４．業績連動報酬及び株式報酬の総額は、支給見込額であります。平成28年度の利益水準及び年間配当を見

送ったことから、当社の役員報酬制度に基づき、業績連動報酬及び株式報酬は支給いたしません。

 

ロ．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 

当社は、中長期的な企業価値向上を図り、各々の役員がその果たすべき役割を最大限発揮するためのインセ

ンティブとして報酬制度を有効に機能させることを目的として、役員報酬制度を以下のとおりといたします。
 

１) 役員の報酬制度の基本方針

(ⅰ) 当社の持続的発展を担う優秀な人材を確保し、適切に報奨することができる制度であること 
 
(ⅱ) 広くステークホルダーと価値観を共有し、短期的な成長のみならず中長期的な成長の追求を促すことがで

きる制度であること
 
(ⅲ) 連結業績目標の達成を動機づけていくにあたり、各々の役員がその果たすべき役割を最大限発揮するべ

く、事業毎の特性を十分に考慮した制度とすること
 
(ⅳ) 報酬制度の在り方、見直しの必要性については、独立社外取締役全員を構成員とする独立社外取締役会議

の意見を聴取して検討し、報酬決定に係る判断の客観性や透明性を確保すること

 

２) 報酬体系

(ⅰ) 当社の役員報酬（監査等委員である取締役の報酬を除きます。）は、固定給としての基本報酬と、単年度

の業績目標達成度に連動する業績連動報酬、並びに株主の皆様と価値観を共有することを目的とする株式報

酬を基礎とした中長期インセンティブ報酬で構成します。その職責に鑑み、非常勤の社内取締役及び社外取

締役は業績連動報酬の対象外とし、社外取締役は中長期インセンティブ報酬の対象外とします。 
 
(ⅱ) 業績連動報酬の標準額は役位毎に基本報酬の25～30％程度、中長期インセンティブ報酬の単年度付与価値

は役位毎に基本報酬の25～30％程度に設定します。
 
(ⅲ) 当社の監査等委員である取締役の役員報酬はその職責に鑑み固定給としての基本報酬のみとします。
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３) 業績連動の仕組み 

(ⅰ) 業績連動報酬は、親会社株主に帰属する当期純利益（以下、「当期利益」といいます。）及び各事業部門

毎の当期利益を評価指標とし、支給額を決定することとします。評価に用いる目標水準は、中期経営計画に

掲げた「連結ROA ５％以上」となる全社の当期利益の水準を基礎として設定します。また、各事業部門も同

様に「各事業部門毎のROA ５％以上」となる各事業部門毎の当期利益の水準を基礎として各事業部門毎の目

標水準を設定し、全社及び各事業部門の目標水準、それぞれの目標達成度に応じて、役位毎の標準額に０～

200％の係数を乗じて支給額を決定することとします。 

 

(ⅱ) 中長期インセンティブ報酬は、役員の企業価値の持続的な向上に対する貢献意識を高めることを目的に、

役員株式給付信託（ＢＢＴ）と称される仕組みを採用します。当該制度に基づく給付については、役位毎に

設定された基準ポイント数に、毎期の全社の当期利益及び配当実施状況に応じて０～100％の係数を乗じたポ

イント数を付与し、信託期間中の３年毎の一定期日に、付与されたポイント数に応じて当社株式及び当社株

式を時価で換算した金額相当の金銭を給付します。 

 

４) 報酬水準の決定方法 

(ⅰ) 外部の専門機関による役員報酬調査データ等に基づき、当社の企業規模、並びに役員が果たすべき職責に

見合う報酬水準となるよう設定します。 

 

５) 報酬の方針の決定・検証方法

(ⅰ) 取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の報酬制度に関する方針は取締役会決議にて、監査等委

員である取締役の報酬の方針は監査等委員全員の協議により決定します。 

 

(ⅱ) 報酬制度の在り方、また見直しの必要性については、独立社外取締役全員を構成員とする独立社外取締役

会議の意見を聴取して検討し、見直しが必要と判断される場合は、制度設計の見直しを取締役会に上程し、

取締役会にて決議します。
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⑦ 株式の保有状況 

 イ．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

240銘柄 114,404百万円
 

 ロ．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

銘柄 
株式数 

（千株） 

貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

トヨタ自動車(株) 4,032 23,998 継続的取引関係の維持・深化の為 

新日鐵住金(株) 6,744 14,580 業務提携の一環として 

(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,704 4,539 資金調達等の円滑化の為 

三菱マテリアル(株) 10,491 3,336 業務提携の一環として 

(株)みずほフィナンシャルグループ 16,161 2,716 資金調達等の円滑化の為 

(株)大林組 1,845 2,047 継続的取引関係の維持・深化の為 

丸一鋼管(株) 661 2,040 継続的取引関係の維持・深化の為 

東プレ(株) 947 1,985 継続的取引関係の維持・深化の為 

三菱重工業(株) 4,734 1,979 継続的取引関係の維持・深化の為 

電源開発(株) 515 1,808 継続的取引関係の維持・深化の為 

鹿島建設(株) 2,421 1,709 継続的取引関係の維持・深化の為 

大同特殊鋼(株) 4,274 1,666 継続的取引関係の維持・深化の為 

アルコニックス(株) 854 1,341 継続的取引関係の維持・深化の為 

西松建設(株) 2,740 1,323 継続的取引関係の維持・深化の為 

エア・ウォーター(株) 735 1,224 継続的取引関係の維持・深化の為 

関西電力(株) 1,176 1,172 継続的取引関係の維持・深化の為 

(株)三井住友フィナンシャルグループ 337 1,149 資金調達等の円滑化の為 

(株)淀川製鋼所 449 1,073 継続的取引関係の維持・深化の為 

西日本旅客鉄道(株) 150 1,042 継続的取引関係の維持・深化の為 

日本発条(株) 926 997 継続的取引関係の維持・深化の為 

双葉電子工業(株) 546 870 継続的取引関係の維持・深化の為 

富士重工業(株) 204 810 継続的取引関係の維持・深化の為 

豊田通商(株) 311 790 継続的取引関係の維持・深化の為 

清水建設(株) 812 774 継続的取引関係の維持・深化の為 

東京海上ホールディングス(株) 201 764 継続的取引関係の維持・深化の為 

（注）富士重工業(株)は、平成29年４月１日に、(株)ＳＵＢＡＲＵへ会社名を変更しております。
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みなし保有株式 

銘柄
株式数
（千株）

貸借対照表計上額
（百万円）

権限の内容

日本発条(株) 9,504 10,235

退職給付信託に拠出されたもので

あり、受託者は当社の指示に従

い、議決権を行使する。

丸一鋼管(株) 1,201 3,705

退職給付信託に拠出されたもので

あり、受託者は当社の指示に従

い、議決権を行使する。

サンコール(株) 5,069 2,559

退職給付信託に拠出されたもので

あり、受託者は当社の指示に従

い、議決権を行使する。

シンフォニアテクノロジー(株) 14,898 2,279

退職給付信託に拠出されたもので

あり、受託者は当社の指示に従

い、議決権を行使する。

本田技研工業(株) 334 1,030

退職給付信託に拠出されたもので

あり、受託者は当社の指示に従

い、議決権を行使する。

（注）貸借対照表計上額の上位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おりません。
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当事業年度 

特定投資株式

銘柄 
株式数 

（千株） 

貸借対照表計上額 

（百万円） 
保有目的 

トヨタ自動車(株) 4,032 24,361 継続的取引関係の維持・深化の為 

新日鐵住金(株) 6,744 17,298 業務提携の一環として 

(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,704 6,090 資金調達等の円滑化の為 

三菱マテリアル(株) 1,049 3,535 業務提携の一環として 

(株)みずほフィナンシャルグループ 16,161 3,296 資金調達等の円滑化の為 

東プレ(株) 947 2,742 継続的取引関係の維持・深化の為 

大同特殊鋼(株) 4,274 2,273 継続的取引関係の維持・深化の為 

三菱重工業(株) 4,734 2,114 継続的取引関係の維持・深化の為 

丸一鋼管(株) 661 2,093 継続的取引関係の維持・深化の為 

(株)大林組 1,845 1,920 継続的取引関係の維持・深化の為 

鹿島建設(株) 2,421 1,757 継続的取引関係の維持・深化の為 

関西電力(株) 1,176 1,607 継続的取引関係の維持・深化の為 

アルコニックス(株) 854 1,573 継続的取引関係の維持・深化の為 

エア・ウォーター(株) 735 1,508 継続的取引関係の維持・深化の為 

西松建設(株) 2,740 1,501 継続的取引関係の維持・深化の為 

(株)三井住友フィナンシャルグループ 337 1,362 資金調達等の円滑化の為 

(株)淀川製鋼所 449 1,357 継続的取引関係の維持・深化の為 

電源開発(株) 515 1,340 継続的取引関係の維持・深化の為 

日本発条(株) 926 1,138 継続的取引関係の維持・深化の為 

西日本旅客鉄道(株) 150 1,086 継続的取引関係の維持・深化の為 

双葉電子工業(株) 546 1,071 継続的取引関係の維持・深化の為 

品川リフラクトリーズ(株) 3,525 1,068 継続的取引関係の維持・深化の為 

豊田通商(株) 311 1,047 継続的取引関係の維持・深化の為 

東京海上ホールディングス(株) 201 944 継続的取引関係の維持・深化の為 

日本コークス工業(株) 9,229 876 継続的取引関係の維持・深化の為 

 

- 61 -



みなし保有株式

銘柄
株式数
（千株）

貸借対照表計上額
（百万円）

権限の内容

日本発条(株) 9,504 11,680

退職給付信託に拠出されたもので

あり、受託者は当社の指示に従

い、議決権を行使する。 

シンフォニアテクノロジー(株) 14,898 4,841

退職給付信託に拠出されたもので

あり、受託者は当社の指示に従

い、議決権を行使する。

丸一鋼管(株) 1,201 3,801

退職給付信託に拠出されたもので

あり、受託者は当社の指示に従

い、議決権を行使する。

サンコール(株) 5,069 2,838

退職給付信託に拠出されたもので

あり、受託者は当社の指示に従

い、議決権を行使する。

本田技研工業(株) 334 1,119

退職給付信託に拠出されたもので

あり、受託者は当社の指示に従

い、議決権を行使する。

（注）貸借対照表計上額の上位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おりません。
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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 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 107 98 126 14

連結子会社 267 47 265 42

計 375 146 391 57

 

②【その他重要な報酬の内容】

 （前連結会計年度）

当社及び当社の連結子会社による当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているＫＰＭＧ L.L.P.

等に対する報酬は、監査証明業務に基づくもの40百万円、非監査業務に基づくもの194百万円であります。

 （当連結会計年度）

当社及び当社の連結子会社による当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているＫＰＭＧ L.L.P.

等に対する報酬は、監査証明業務に基づくもの31百万円、非監査業務に基づくもの237百万円であります。

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の内容は、財務デューデリジェンス業務等で

あります。

 
 （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の内容は、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）に

関する助言・指導業務等であります。

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は、次のとおりであります。

監査報酬の決定に先立ち、監査法人から監査の方法、日数等を含む監査計画及び当該計画に基づく監査報酬額

の提示を受け、当該計画及び報酬の額の妥当性について、当社の事業規模及び業務内容に鑑み、監査業務が適切

に遂行されるための十分な監査時間が確保されているか、効率的な監査業務が実施されるかなどの観点で検討

し、監査法人と協議のうえ監査報酬を決定します。なお、監査報酬の最終的な決定に当たっては、前連結会計年

度まで監査役会の同意を得ることとしておりましたが、平成28年６月22日開催の第163回定時株主総会による承認

を得て監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、当連結会計年度より監査等委員会の同意を得ることとして

おります。
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