
種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 86,400,000

計 86,400,000

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
事業年度末現在
発行数（株）

（2022年２月28日）

提出日現在
発行数（株）

（2022年５月19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 54,169,633 50,669,633

東京証券取引所

市場第一部（事業年度末現在）

プライム市場（提出日現在）

単元株式数

100株

計 54,169,633 50,669,633 － －

②【発行済株式】
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事業年度末現在
（2022年２月28日）

提出日の前月末現在
（2022年４月30日）

新株予約権の数（個） 16 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,600（注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 0.5 同左

新株予約権の行使期間
  2015年６月10日～

2030年６月10日
同左

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（円）

発行価格    2,841.5

資本組入額  1,420.75（注）２
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を割り当てられた者

及び相続の場合の権利承継者

は、新株予約権を譲渡し、又は

これを担保に供することはでき

ない。

同左

（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】

第８回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

  2007年５月24日開催の株主総会決議及び2015年４月９日開催の取締役会決議により発行

した新株予約権は、次のとおりであります。

（注）１  当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割も

しくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と

認められる株式数の調整を行うものとする。

２  新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと

する。

３  新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取

締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であって

も、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することは

できないものとする。
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事業年度末現在
（2022年２月28日）

提出日の前月末現在
（2022年４月30日）

新株予約権の数（個） 16 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,600 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 0.5 同左

新株予約権の行使期間
  2016年６月10日～

2031年６月10日
同左

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（円）

発行価格    2,689.5

資本組入額  1,344.75（注）２
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を割り当てられた者

及び相続の場合の権利承継者

は、新株予約権を譲渡し、又は

これを担保に供することはでき

ない。

同左

第９回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

  2007年５月24日開催の株主総会決議及び2016年４月13日開催の取締役会決議により発行

した新株予約権は、次のとおりであります。

（注）１  当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割も

しくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と

認められる株式数の調整を行うものとする。

２  新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと

する。

３  新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取

締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であって

も、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することは

できないものとする。
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事業年度末現在
（2022年２月28日）

提出日の前月末現在
（2022年４月30日）

新株予約権の数（個） 18 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,800 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 0.5 同左

新株予約権の行使期間
  2017年６月10日～

2032年６月10日
同左

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（円）

発行価格    3,167.5

資本組入額  1,583.75（注）２
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を割り当てられた者

及び相続の場合の権利承継者

は、新株予約権を譲渡し、又は

これを担保に供することはでき

ない。

同左

第10回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

  2007年５月24日開催の株主総会決議及び2017年４月12日開催の取締役会決議により発行

した新株予約権は、次のとおりであります。

（注）１  当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割も

しくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と

認められる株式数の調整を行うものとする。

２  新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと

する。

３  新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取

締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であって

も、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することは

できないものとする。
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事業年度末現在
（2022年２月28日）

提出日の前月末現在
（2022年４月30日）

新株予約権の数（個） 60 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 6,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 0.5 同左

新株予約権の行使期間
  2018年６月10日～

2033年６月10日
同左

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（円）

発行価格    3,439.5

資本組入額  1,719.75（注）２
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を割り当てられた者

及び相続の場合の権利承継者

は、新株予約権を譲渡し、又は

これを担保に供することはでき

ない。

同左

第11回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

  2007年５月24日開催の株主総会決議及び2018年４月11日開催の取締役会決議により発行

した新株予約権は、次のとおりであります。

（注）１  当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割も

しくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と

認められる株式数の調整を行うものとする。

２  新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと

する。

３  新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取

締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であって

も、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することは

できないものとする。
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事業年度末現在
（2022年２月28日）

提出日の前月末現在
（2022年４月30日）

新株予約権の数（個） 92 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 9,200（注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 0.5 同左

新株予約権の行使期間
  2020年６月10日～

2035年６月10日
同左

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（円）

発行価格    2,738.5

資本組入額  1,369.25（注）２
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を割り当てられた者

及び相続の場合の権利承継者

は、新株予約権を譲渡し、又は

これを担保に供することはでき

ない。

同左

第13回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

  2007年５月24日開催の株主総会決議及び2020年４月10日開催の取締役会決議により発行

した新株予約権は、次のとおりであります。

（注）１  当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割も

しくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と

認められる株式数の調整を行うものとする。

２  新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと

する。

３  新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取

締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であって

も、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することは

できないものとする。
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事業年度末現在
（2022年２月28日）

提出日の前月末現在
（2022年４月30日）

新株予約権の数（個） 92 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 9,200（注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 0.5 同左

新株予約権の行使期間
  2021年６月10日～

2036年６月10日
同左

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（円）

発行価格    2,823.5

資本組入額  1,411.75（注）２
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を割り当てられた者

及び相続の場合の権利承継者

は、新株予約権を譲渡し、又は

これを担保に供することはでき

ない。

同左

第14回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

  2007年５月24日開催の株主総会決議及び2021年４月９日開催の取締役会決議により発行

した新株予約権は、次のとおりであります。

（注）１  当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割も

しくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と

認められる株式数の調整を行うものとする。

２  新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと

する。

３  新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取

締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であって

も、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することは

できないものとする。
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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。

（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。

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）

2010年９月１日

（注）
12,769 54,169 － 3,238 － 2,963

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）１  2010年９月１日における当社とチェルト㈱の合併に伴い、チェルト㈱普通株式１株に対して、当社の普通株

式1.30株を割当てたことにより、発行済株式総数が12,769千株増加しております。

　　　  ２  2022年４月28日付で自己株式の消却を行い、発行済株式総数が3,500千株減少しております。

2022年２月28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）
－ 19 21 362 200 59 28,224 28,885 －

所有株式数

（単元）
－ 60,723 6,247 286,964 79,377 68 107,820 541,199 53,533

所有株式数

の割合

（％）

－ 11.2 1.2 53.0 14.7 0.0 19.9 100.0 －

（５）【所有者別状況】

（注）１  自己株式4,148,409株は「個人その他」に41,484単元、「単元未満株式の状況」に９株含まれております。

２  上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。
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2022年２月28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（％）

イオン株式会社 千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 27,613 55.20

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２丁目11番３号 3,439 6.88

イオンディライト取引先持株会 大阪市中央区南船場２丁目３番２号 1,187 2.37

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)

ONE　LINCOLN　STREET，　BOSTON　MA　USA　

02111

（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

914 1.83

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 711 1.42

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海１丁目８－12 696 1.39

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク　

メロン　140044

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決済営業部）

240　GREENWICH　STREET,　NEW　YORK,　NY　

10286,　U.S.A.

（東京都港区港南２丁目15－１　品川インタ

ーシティA棟）

526 1.05

イオンディライト従業員持株会 東京都千代田区神田錦町１丁目１－１ 507 1.01

BNP　PARIBAS　LONDON　BRANCH　

FOR　PRIME　BROKERAGE　

CLEARANCE　ACC　FOR　THIRD　

PARTY

(常任代理人　香港上海銀行東京支

店　カストディ業務部)

10　HAREWOOD　AVENUE　LONDON　NW１　６AA

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）
389 0.78

株式会社日本カストディ銀行（信託

口４）
東京都中央区晴海１丁目８－12 367 0.73

計 － 36,352 72.67

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 3,439千株

野村信託銀行㈱（投信口）

㈱日本カストディ銀行（信託口）

㈱日本カストディ銀行（信託口４）

711千株

696千株

367千株

（６）【大株主の状況】

（注）１  上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

２  上記の所有株式数の他に、当社は自己株式を4,148千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合

7.66％）所有しております。
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2022年２月28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 4,148,400

完全議決権株式（その他） 普通株式 49,967,700 499,677 －

単元未満株式 普通株式 53,533 － －

発行済株式総数 54,169,633 － －

総株主の議決権 － 499,677 －

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）１  「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）含

まれております。

２  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式９株が含まれております。

2022年２月28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

（％）

（自己保有株式）

イオンディライト㈱
大阪市中央区南船場

２丁目３番２号
4,148,400 － 4,148,400 7.66

計 － 4,148,400 － 4,148,400 7.66

②【自己株式等】
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【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

２【自己株式の取得等の状況】

（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。

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 136 484,170

当期間における取得自己株式 － －

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

（注）  当期間における取得自己株式には、2022年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － 3,500,000 8,502,200,000

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移

転を行った取得自己株式
－ － － －

その他（新株予約権の行使） 19,200 46,640,392 － －

保有自己株式数 4,148,409 － 648,409 －

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

（注）１　当期間における処理自己株式数には、2022年５月１日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使に

よる株式は含まれておりません。

２　当期間における保有自己株式数には、2022年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

り及び新株予約権の行使による株式は含めておりません。
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決議年月日
配当の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

2021年10月６日
2,100 42.00

取締役会決議

2022年４月７日
2,100 42.00

取締役会決議

３【配当政策】

  当社は、2022年４月７日開催の取締役会において、「イオンディライト　コーポレートガバナン

ス・ガイドライン」における「資本政策の基本的な方針」を以下のとおり決議しました。

（資本政策の基本的な方針）

１．当社は、積極的な投資を通じて持続的な成長を実現し、中長期的に株主価値を高め、会社

の成長に合わせて株主への利益還元を拡大できるよう努める。

　また、資本効率に関する目安として自己資本利益率（ＲＯＥ）を重視し、当面は12％水

準を意識していく。

２．年度利益の処分に当たっては、成長投資と株主還元とのバランスを重視し、安定的に配当

性向40％を基準とする。

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

当社は会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことが

できる旨を定款に定めております。また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めてお

ります。

　内部留保金の使途につきましては、企業の体質強化及び今後の積極的な事業展開に備える予定で

あります。

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

取締役会

取締役会は、当社のコーポレート・

ガバナンス体制において株主総会に

次いで最も重要な役割を果たす機関

と位置付け、経営に関する重要な意

思決定を行うと共に、取締役及び執

行役員等の経営幹部に対する実効性

の高い監督を行う。

濵田　和成（議長）

宮前　吾郎

水戸　秀幸

渡邉　廣之

藤田　正明（社外取締役）

本保　芳明（社外取締役）

吉川　恵治（社外取締役）

高田　朝子（社外取締役）

監査役会

取締役会並びに取締役の意思決定、

職務執行に関する監視機能を果た

し、監査方針、業務及び財産の状況

調査、会計監査人の選解任並びに不

再任に関する決議を行う。

黒田　　隆（社外監査役）（議長）

髙橋　　司（社外監査役）

河邉　有二

戎井　真理（社外監査役）

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

  当社は、経営理念「私たちは、お客さま、地域社会の『環境価値』を創造し続けます。」

のもと、自らの持続的成長と企業価値の向上を通じて、ステークホルダーに対する責任を果

たし、社会の要請や自らの経営環境に適合する最良のコーポレートガバナンスを実現するこ

とを目指しております。

  当社はコーポレートガバナンス体制を、「当社の持続的成長を支えるための、以下の４つ

の視点からの『攻め』と『守り』のバランスの取れた仕組み」として「イオンディライト コ

ーポレートガバナンス・ガイドライン」において定義しております。

   A．企業の構成員（役員、社員）の事業活動を、一つの大きな意思・ベクトルに統合し、

経営資源を最大限に活用する手段

   B．企業を支えるステークホルダーとの信頼関係の基となる基本的約束

   C．日常・非日常の不測の事態に対する備え

   D．企業が社会の一員として存続するために守るべきルール

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

  当社は、監査役会設置会社であり、監査役・監査役会が取締役・取締役会の職務執行を監

査しております。当社の取締役会は、執行と監督の機能の二面性を併せ持ちますが、執行に

関わる意思決定の迅速化を目的に、取締役会は執行役員制度を導入し、会社の特定の領域の

業務執行を執行役員に委ねております。

　取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとと

もに、独立性・中立性のある独立社外取締役を４名置いております。

　監査役会は、監査役会の独立性確保のため半数以上を社外監査役で構成し、少なくとも１

名以上を証券取引所が定める独立役員に指定しております。

　当社は、取締役候補者の指名に関わる方針・基準、取締役の報酬に関わる方針・基準の策

定や、取締役会における個々の指名・報酬案の決定に際しての独立性・客観性と説明責任を

強化するため、また取締役会全体の実効性を評価分析する上でその独立性と客観性を強化す

るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会及び評価諮問委員会を設

置しております。加えて、経営執行者、支配株主から独立した立場で、少数株主等ステーク

ホルダーの意見を取締役会に適切に反映させるため、取締役会の諮問機関として、特別委員

会を設置しております。
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指名・報酬諮問委員会

取締役会の任意諮問機関として設置

し、取締役候補者の選任・指名及び

代表取締役社長等の後継者の計画、

取締役の報酬に対するインセンティ

ブプランと報酬内容について取締役

会に対し助言・答申を行う。

藤田　正明（社外取締役）（委員長）

濵田　和成

吉川　恵治（社外取締役）

高田　朝子（社外取締役）

宮前　吾郎

評価諮問委員会

取締役会の任意諮問機関として設置

し、取締役会全体の実効性分析評価

を行い、取締役会に対し助言・答申

を行う。

本保　芳明（社外取締役）（委員長）

濵田　和成

吉川　恵治（社外取締役）

髙橋　　司（社外監査役）

特別委員会

取締役会の諮問機関として設置し、

支配株主と少数株主の利益が相反す

る重要な取引・行為について審議・

検討を行う。

本保　芳明（社外取締役）（委員長）

藤田　正明（社外取締役）

吉川　恵治（社外取締役）

高田　朝子（社外取締役）

　過去に当社連結子会社で発生した不正会計処理問題を機に、イオンディライトグループ全

体の成長戦略を加速させるとともにグループガバナンス体制を強化させるため、「グループ

ガバナンス３つの柱（①個社別の成長戦略、②予算実績管理、③コンプライアンス・内部統

制システム）」の構築を進めました。

　これらグループガバナンスの３つの柱が組織的に機能しているかについて、当社取締役会

ならびに権限移譲を受けた国内グループ経営会議および海外グループ経営会議がモニタリン

グするとともに、各社リソースの再配分を決議し、これら全体の有効性を監査役会およびグ

ループ経営監査部が監査する体制としています。

　また、組織体制についても見直しを行い、2021年３月以降、既存の「リスク管理委員会」

の体制強化に加えて、これまで実行してきた再発防止策の維持・継続状態のモニタリング機

能を担う「グループガバナンス強化推進委員会」、そして、グループ全従業員のマインドセ

ットとしてグループ共通理念・ディライトウェイの浸透や、ダイバーシティのもとでの多様

な働き方、その環境整備等を担う「組織風土委員会」という２つの委員会を、新たに設置し

ています。これら３つの委員会がそれぞれの職責に応じて連携していくことによって、グル

ープガバナンス体制の強化を図りました。加えて、この３つの委員会それぞれにおいて明確

になった課題については、2021年５月より設置した組織風土改革担当執行役員のもとに集約

され、当社取締役会へ報告するなど、組織全体で解決を図る体制を整備することによって、

より一層のグループガバナンス体制強化を実現しています。更に、事業活動を通じた社会課

題の解決を図るＥＳＧ経営の全社推進機関として、2022年４月よりサステナビリティ委員会

を設置しています。同委員会は、サステナビリティ基本方針・マテリアリティに基づき、最

優先課題と取り組み等の決定を行います。
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  なお、当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の模式

図は次のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項

　当社は、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と、

会社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体

制について、その基本方針を2022年５月18日開催の取締役会で次のとおり決議いたしまし

た。

イ　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（法令定款遵守体制）

A．当社は、法令・定款の遵守はもとより、経営理念と行動規範を常に意識して、高い倫

理観を持って行動する。

B．当社は、取締役およ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、以下の体制整備を行う。

a．取締役会は、取締役会規則・同付議基準に基づく重要事項の決定を行うとともに、

経営・業務執行の監督を行う。取締役は相互に牽制機能を発揮しつつ、重要な意思

決定及び業務執行が法令・定款に適合することを確認する。

b．取締役会は、コンプライアンス担当役員を選任し、その配下にグループコンプライ

アンス部を置く。コンプライアンス担当役員、グループコンプライアンス部は、当

社およびその連結子会社（以下「当社グループ」という。）のコンプライアンス強

化に必要な施策を実施する。
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c．当社のグループコンプライアンス部は、グループ会社にて役員と兼務しないコンプ

ライアンス委員を指名し、当社のグループガバナンス本部長のもと、その活動の適

正性の評価並びに当該委員の選解任を行う。

d．当社は、就業規則等において、法令、社内規程等の誠実な履行を社員に義務付ける

ほか、定期的あるいは随時実施するコンプライアンス研修等でグループの役職員の

コンプライアンス意識を高める。

e．当社は、内部通報制度を設け、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、

再発防止を図る。

f．内部監査部門であるグループ経営監査部は、コンプライアンス体制の有効性を監

査・評価する。

g．監査役及び監査役会は、法令及び定款の遵守体制に問題があると認められた場合

は、改善策を講ずるよう取締役会に求める。

ロ　取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制（情報保存管理体制）

A．当社は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定保存文書ならびにその他の重要な

情報について、適切に保存・管理するため、以下の体制を整備する。

a．当社は、取締役の業務執行に係る重要な文書または電磁的媒体記録を、法令および

文書管理規程等の社内規程に基づき適切に保存し管理する。

b．当社は、取締役および監査役からのこれら文書の閲覧要請には即時対応する。

c．当社は、情報セキュリティ管理規程、個人情報安全管理規程等の社内規程に則っ

て、適切に情報管理を行うとともに、規程の見直し等を適宜行う。

ハ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制（損失危機管理体制）

A．当社は、事業活動において予測される諸々のリスクに対し、必要な判断と対処を行う

ため、以下の体制を整備する。

a．平常時のリスク管理については、リスク毎に定めるリスク所管部署が、リスクの管

理を行い、リスク事象発生の未然防止や損失の低減を図る。

b．グループコンプライアンス部を事務局とするリスク管理委員会が、各リスク所管部

が実施するリスクの評価・分析ならびに対策案等を総括し、また、グループ各社毎

のリスクシナリオを検証、その結果を定期的に取締役会に報告する。なお、リスク

が現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、取締役は速やかに監査役に

報告する。

c．危機時には、代表取締役社長を本部長とする災害対策本部を設置し、平常時以上に

迅速な意思決定と執行を可能にする。また、危機時の事業継続に関する基本規程

（ＢＣＰ基本規程）、ＢＣＰ基本規程細則、災害復旧対応ハンドブック等の規程・

マニュアルを整備し、定期的に規程・マニュアルの手直しを行うとともに、防災訓

練を計画的に実施する。

d．グループ経営監査部は、リスクマネジメントポイントに沿ったリスクシナリオを踏

まえ、リスク所管部の監査等を通じて、リスク管理の有効性を評価する。

B．当社は、経営理念に掲げた「環境価値の創造」を具現化するものとして業務品質に徹

底的に拘り、将来にわたってお客様に支持される品質を維持、改善するために、以下

の体制を整備する。

a．当社は、統合（品質・環境）マニュアルを制定し、内容を随時見直す。

b．当社は、業務管理規程・マニュアル等に基づく業務実施を徹底するため、エリア・

サイトマネージャー全員にＩＳＯ内部監査員資格者教育を施す。また、ＩＳＯ内部

監査員資格保有者による相互監査を実施することにより、その実効性を確認する。
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ニ　取締役の職務執行が効率的に行われていることを確保するための体制（効率性確保体

制）

A．当社は、取締役の効率的な職務執行を確保するため、以下の体制を整備する。

a．当社は、取締役会規則を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にすると

ともに、決裁規程・職務責任権限規程等で取締役会決議事項以外の意思決定につい

ても決裁権限を明確にし、また業務遂行に必要な組織の分掌、職務の範囲および責

任を明確にする。

b．取締役会は、経営の重要な意思決定と経営・業務執行の監督に十分な審議を尽く

す。また、執行役員制度の導入で業務執行の効率化を図るとともに、経営会議、支

社経営会議、国内グループ経営会議、海外グループ経営会議等の会議体を活用しグ

ループの効率的な経営を図る。

c．当社は、複数の独立社外取締役を取締役会に含め、経営陣の提案を多角的に検討し

取締役に対する実効性の高い監督を行うとともに、迅速果断な意思決定を支援する

ことで経営の効率性を担保できる体制とする。取締役会は、職務執行の公正さの監

督とその適正の評価をするため、任意の諮問委員会として指名・報酬諮問委員会と

評価諮問委員会を設置し、独立社外取締役をその委員とする。

d．当社は、これら当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を、イオン

ディライト コーポレートガバナンス・ガイドラインとして明文化し開示する。

ホ　当該株式会社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を

確保するために必要な体制（企業集団内部統制）

A．当社とイオン株式会社およびイオングループ各社、またはイオンディライトの子会社

との取引については、利益相反の防止を図り、その適正を確保する。

B．支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引については、独立社外取締役で構

成する特別委員会にて審議・検討を行う。

C．当社グループは、基本思想・理念を共有するとともに、グループ内部統制を強化する

ため、以下の体制を整備する。

a．当社は、関係会社管理規程において、子会社が親会社に対して報告を要する事項、

事前の了承を要する事項等を定め、親会社による子会社のガバナンスの基本的な枠

組みを定める。また当社は、原則として、子会社に対して取締役および監査役を派

遣し、子会社の経営の監督を行う。

b．当社は、月次で子会社から業績報告を受領するほか、当社取締役と子会社社長をメ

ンバーとする国内グループ経営会議、海外グループ経営会議を開催し、子会社の経

営状態を把握するとともに、グループガバナンスとしての個社別の成長戦略、予算

実績管理、内部統制システムを構築する。

c．当社グループは、共通で統一的な枠組みの下で、コンプライアンス、内部通報制度

を運営する。当社は、当社グループの役職員に対して、毎年、コンプライアンスに

関する研修を行い、コンプライアンスの意識を醸成する。グループコンプライアン

ス部は、グループ各社に任命したコンプライアンス委員と連携し、各社の経営者、

従業員に対するコンプライアンス意識向上に資する活動を行う。加えて、当社グル

ープの内部通報制度を周知徹底するとともに、グループ各社の経営陣からは独立し

た形で運用する。

d．当社グループは、財務報告にかかる内部統制、リスク管理、内部監査に関しては、

グループ内で基本方針を共有しつつ、子会社の事業内容・規模・事業の複雑性等を

考慮の上、個別に報告・運用の体制を決める。
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e．監査役、グループ経営監査部は、子会社を定期的に監査・監督する。グループ経営

監査部は、過去の業務監査実績や内部通報実績等を総合的に判断し、リスクが高い

と判断する子会社に対して特に入念な業務監査を実施する。

ヘ　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項（監査役スタッフ配置）

A．当社は、監査役を補助するため、監査役の求めにより専属の使用人を配置する。

B．監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従い、監査役の業務補助を

行う。

ト　監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項（監査役スタッフ独

立性）

A．当社は、監査役を補助する使用人の採用・選定・異動等の人事に関する事項について

は、事前に常勤監査役または監査役会の同意を得ることとし、その人事考課は常勤監

査役が行う。

B．当社は、当該使用人についての懲戒手続きを開始する場合には、常勤監査役または監

査役会の同意を得る。

チ　取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

事項（監査役への報告体制）

A．当社グループの役職員は、当社グループの業務または業績に重大な影響を与える事

実、法令違反その他のコンプライアンス上の問題を発見・認識した場合、直ちに当社

の監査役または監査役会に対して報告を行う。

B．グループ経営監査部、グループコンプライアンス部等は、当社グループにおける内部

監査、コンプライアンス、リスク管理等の状況等を、定期的に当社監査役に報告す

る。

C．監査役は、取締役会およびその他経営に関する重要な会議に出席し、自由に意見を述

べることができる。

D．当社は、当社グループの内部通報制度の所管部署をグループコンプライアンス部と定

める。監査役は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、所管部から

定期的または随時報告を受ける。

E．当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役職員及び内部通報制度の利用者に対

し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行い、または報復的言動を行

うことを一切禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

リ　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（監査役監査実効性

確保体制）

A．当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の体制を整備す

る。

a．監査役は、代表取締役社長と定期的な会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要

課題について意見を交換し、効果的な監査業務の遂行を図る。

b．監査役は、グループ経営監査部と緊密な連携を図り、実効的な監査業務を遂行す

る。

c．監査役は、会計監査人或いは社外取締役とも情報交換し、緊密に連携を図る。
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d．当社グループの役職員は、監査役の業務の執行に関する事項について、監査役から

報告並びに関係資料の提出を求められたときは、迅速かつ誠実に対応するものとす

る。

B．当社は、監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときはこれに応じ

る。

a．当社は、監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等

の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。

b．当社は、監査役の職務の執行上必要と認める費用について、予め一定額の予算を設

ける。但し、緊急または臨時に支出した費用については、事後、監査役の請求に基

づき処理する。

ヌ　反社会的勢力排除に向けた体制

A．当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当要求に対しては法的な対応を行う

とともに、外部専門機関とも連携し組織として対応する。

B．当社は、取引先が反社会的勢力であること、若しくは反社会的勢力と取引関係にあるこ

とが判明した場合、または取引先に暴力的、脅迫的な反社会的言動があった場合は、直

ちに取引・契約を解除する。

C．反社会的勢力からの要求についての対応部署をグループ法務部と定め、外部機関からの

情報収集を積極的に行い、反社会的勢力の排除に努める。

ル　財務報告に係る内部統制のための体制

A．当社は、内部統制報告制度に従って「財務報告に係る内部統制規則」を整備し、教育・

指導、運用評価を行い、当社グループの財務報告の正確性・信頼性確保に取り組む。

④責任限定契約の内容の概要

　当社は、社外役員として有用な人材を迎えることができるよう、社外取締役　藤田　正明

氏、同　本保　芳明氏、同　吉川　恵治氏及び同　高田　朝子氏、ならびに社外監査役　黒

田　隆氏、同　髙橋　司氏及び同　戎井　真理氏と、会社法第423条第１項の責任につき、各

氏が職務を行うにつき善意で且つ重大な過失がないときは、当社に対して賠償すべき額は、

会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし、この限度を超える社外役員の損害

賠償義務を免除する旨の責任限定契約を締結しております。

⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する、役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結し、当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員その他の従業員を被保険

者としております。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に

係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとして

おります。ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った取締役及び監査役自身の損害等は

補償対象外となります。なお、当該保険の保険料は会社が全額負担しております。

⑥取締役の定数

　当社の取締役の定数は20名以内とする旨定款に定めております。
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⑦取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議は、株主総会の決議によって行い、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の賛成をもっ

て行う旨、及び選任決議は、累積投票によらない旨、定款に定めております。

⑧株主総会の決議事項を取締役会で決議できるとした事項

イ  剰余金の配当等の決定機関

  当社は、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、法令に別段の

定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、

株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

ロ  中間配当

  当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年８月31日を基

準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機

動的な利益還元を可能にするためであります。

ハ  自己の株式の取得

  当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可

能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等に

より自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

代表取締役社長兼

社長執行役員

グループＣＥＯ

濵  田  和  成 1964年12月30日生

1987年３月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社

2006年11月 ㈱ポスフール（現イオン北海道㈱）

経営企画室長

2007年３月 同社執行役員

2008年９月 イオンリテール㈱コントロール本部

長

2011年３月 同社執行役員

2013年３月 イオン㈱執行役グループ経営管理責

任者

2015年２月 イオンリテール㈱北関東・新潟カン

パニー支社長

同社取締役専務執行役員

2017年３月 同社専務執行役員

2018年３月 当社出向顧問

2018年５月 当社代表取締役社長兼社長執行役員

2018年12月 PT Sinar Jernih Sarana代表コミサ

リス（現任）

2019年７月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 

グループＣＥＯ

2019年12月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 

グループＣＥＯ兼グループ財務経理

本部長（ＣＦＯ）

2020年４月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 

グループＣＥＯ（現任）

2021年７月 永旺永楽(中国)物業服務有限公司董

事(現任)
　

(注)１ 1,100

取締役兼

常務執行役員

マーケティングＤＸ統括

宮　前　吾　郎 1965年11月17日生

1999年１月 当社入社

2007年６月 当社危機管理・ＱＭＳ本部ＱＭＳ部

マネージャー

2008年３月 当社清掃事業本部清掃事業部長

2010年３月 当社清掃事業本部長

2016年５月 当社執行役員清掃事業本部長

2018年11月 当社執行役員サービスネットワーク

推進本部長

2019年７月 当社執行役員関東支社長

2020年３月 当社執行役員東日本統括

2021年２月 当社執行役員マーケティングＤＸ統

括

2021年３月 当社常務執行役員マーケティングＤ

Ｘ統括

2022年５月 当社取締役兼常務執行役員マーケテ

ィングＤＸ統括（現任）
　

(注)１ 1,100

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　男性　10名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　16.7％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

取締役兼

常務執行役員

国内グループＣＯＯ

水  戸  秀  幸 1961年７月19日生

1980年４月 当社入社

2006年３月 当社第四営業部長

2011年３月 当社営業推進本部長

2012年３月 当社南関東支社長

2013年３月 当社執行役員東日本支社統括

2015年５月 当社西日本支社統括

2017年５月 当社常務執行役員業務担当

2018年５月 当社取締役兼常務執行役員業務担当

2019年３月 当社取締役兼常務執行役員事業統括

2019年７月 当社常務執行役員事業統括

2020年３月 当社常務執行役員事業統括兼国内グ

ループ事業ＣＯＯ

2020年10月 当社常務執行役員国内グループ事業

ＣＯＯ

エイ・ジー・サービス㈱（現イオン

ディライトコネクト㈱）代表取締役

社長

2021年２月 ㈱ドゥサービス（現イオンディライ

トコネクト㈱）代表取締役社長

2021年５月 当社取締役

2022年３月 当社取締役兼常務執行役員

2022年４月 当社取締役兼常務執行役員国内グル

ープＣＯＯ（現任）
　

(注)１ 1,300

取締役 渡  邉  廣  之 1958年７月17日生

1982年４月 伊勢甚ジャスコ㈱（現イオン㈱）入

社

2003年９月 ジャスコ㈱関東カンパニー管理部長

2006年５月 イオン総合金融準備㈱（現㈱イオン

銀行）代表取締役

2006年９月 同行取締役人事総務・広報統括

2008年４月 同行取締役兼常務執行役員人事部・

総務部担当

2012年６月 同行取締役兼専務執行役員経営管理

本部長

2012年11月 イオンクレジットサービス㈱（現イ

オンフィナンシャルサービス㈱）取

締役

2013年４月 同社取締役人事総務・法務コンプラ

イアンス担当

2014年４月 ㈱イオン銀行代表取締役兼専務執行

役員営業本部長

2015年４月 同社代表取締役社長

2017年６月 イオンフィナンシャルサービス㈱取

締役副社長

2018年９月 イオン㈱執行役人事・管理担当兼リ

スクマネジメント管掌

2018年10月 イオンフィナンシャルサービス㈱取

締役（現任）

2021年５月 当社取締役（現任）

2022年３月 イオン㈱執行役副社長人事・管理担

当兼リスクマネジメント管掌（現

任）
　

(注)１ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

取締役 藤  田  正  明 1952年９月６日生

1978年４月 松下電器産業㈱（現パナソニック

㈱）入社

2003年４月 同社パナソニックＡＶＣネットワー

クス社 映像事業グループ ＰＤＰテ

レビビジネスユニット長

2009年６月 同社技術品質本部長、ＦＦ市場対策

本部担当

2010年３月 同社グローバル調達担当兼調達本部

長、グローバル物流兼グローバルロ

ジスティクス本部長、トレーディン

グ社担当

2011年４月 同社常務役員

2014年４月 大阪府立大学21世紀科学研究機構産

学協同高度人材育成センター 特認

教授

2015年５月 当社取締役（社外・現任）

　

(注)１ 5,100

取締役 本  保  芳  明 1949年４月20日生

1974年４月 運輸省入省（航空局総務課）

1983年４月 (独)国際観光振興機構(JNTO)ジュネ

ーブ事務所出向

1988年５月 経済協力開発機構(OECD)日本政府代

表部一等書記官

1991年１月 同機構 日本政府代表部参事官

2001年７月 国土交通省 大臣官房審議官(海事

局、港湾局併任）

2003年４月 日本郵政公社 理事(物流・国際部）

2007年７月 国土交通省 大臣官房総合観光政策

審議官

2008年10月 同省 観光庁 長官

2010年４月 首都大学東京（現 東京都立大学） 

都市環境学部 教授

2014年１月 観光庁参与

2014年11月 東京工業大学 特任教授

2015年４月 首都大学東京（現 東京都立大学） 

都市環境学部 特任教授

2015年６月 ケイヒン㈱取締役（社外・現任）

2016年６月 国連世界観光機関駐日事務所代表

（現任）

2017年４月 東京工業大学 特定教授

2017年５月 当社取締役（社外・現任）

2018年４月 首都大学東京（現 東京都立大学） 

客員教授（現任）

2021年８月 東武トップツアーズ㈱取締役会長
　

(注)１ 1,500

取締役 吉　川　恵　治 1950年７月６日生

1973年４月 日本板硝子㈱入社

2004年６月 同社執行役員 情報通信デバイス事

業部長兼相模原工場長

2008年１月 同社執行役員 ＩＴ事業本部長

2008年６月 同社取締役執行役 機能性ガラス事

業部門長

2012年２月 同社取締役代表執行役副社長兼ＣＰ

ＭＯ（最高プロジェクトマネジメン

ト責任者）

2012年４月 同社取締役代表執行役社長兼ＣＥＯ

2015年６月 同社相談役

2018年６月 関西ペイント㈱取締役（社外・現

任）

2021年５月 当社取締役（社外・現任）

2021年６月 ㈱フジクラ取締役監査等委員（社

外・現任）
　

(注)１ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

取締役 高　田　朝　子 1964年３月20日生

1987年４月 E.F.Hutton証券会社入社

1988年１月 モルガン・スタンレー証券会社入社

2002年４月 高千穂大学経営学部専任講師

2003年４月 同大学経営学部助教授

2008年４月 法政大学経営大学院イノベーショ

ン・マネジメント研究科准教授

2011年４月 同大学院イノベーション・マネジメ

ント研究科教授（現任）

2015年９月 法政大学ビジネススクールグローバ

ルＭＢＡディレクター（現任）

2021年４月 同大学リカレント教育オフィス室長

（現任）

2021年５月 当社取締役（社外・現任）

2022年４月 ㈱朝日新聞社再成長アドバイザー

（現任）
　

(注)１ －

監査役

（常勤）
黒　田　　　隆 1964年７月12日生

1987年４月 中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀

行㈱)入行

2000年11月 ㈱ディービーエムジー取締役管理本

部長

2006年12月 イオン㈱ 関連企業部

2008年９月 ㈱ダイエー出向

2014年４月 イオンフィナンシャルサービス㈱プ

ロジェクトチームリーダー

2015年４月 同社戦略部長

2016年４月 ㈱イオン銀行執行役員戦略統括部長

2018年６月 同社取締役兼執行役員経営企画担当

2019年４月 同社取締役兼執行役員経営企画本部

長

AFSコーポレーション㈱取締役経営

企画担当

2019年６月 ㈱イオン銀行取締役兼執行役員経営

企画本部長

2021年４月 同社取締役兼常務執行役員経営管理

本部長

2022年５月 当社常勤監査役（社外・現任）
　

(注)２ －

監査役

（非常勤）
髙  橋      司 1962年12月10日生

1989年４月 大阪弁護士会登録  勝部法律事務所

（現勝部・髙橋法律事務所）入所

1994年４月 同事務所パートナー（現任）

2006年４月 関西学院大学法科大学院非常勤講師

2007年４月 京都大学法科大学院非常勤講師

2010年４月 大阪弁護士会副会長

2012年４月 京都大学法科大学院客員教授

2013年４月 同大学院特別教授

2013年５月 当社監査役（社外・現任）

2019年３月 日本電気硝子㈱監査役（社外・現

任）

2020年６月 ㈱日本触媒監査役（社外・現任）
　

(注)３ －

監査役

（非常勤）
河  邉  有  二 1957年10月25日生

1981年４月 警察庁警務局人事課採用

2002年８月 千葉県警察本部警務部長

2004年８月 栃木県警察本部長

2006年１月 内閣官房内閣参事官（内閣情報調査

室）

2010年１月 愛知県警察本部長

2012年８月 警察庁長官官房審議官（警備局担

当）

2013年８月 内閣官房内閣衛星情報センター次長

2015年11月 イオン㈱顧問

2016年５月 イオンリテール㈱監査役（現任）

2016年５月 ㈱ダイエー監査役（現任)

2017年５月 当社監査役（現任）

2017年６月 イオンクレジットサービス㈱監査役

（現任）

2022年５月 あいおいニッセイ同和損害保険株式

会社顧問（現任）
　

(注)３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

監査役

（非常勤）
戎　井　真　理 1960年10月８日生

1985年４月 味の素ゼネラルフーヅ㈱(現味の素

AGF㈱)入社

1997年11月 米国公認会計士合格

1998年３月 KPMGピートマーウィック東京事務所

(現KPMG税理士法人)入所

2001年７月 ㈲戎井会計コンサルティング代表取

締役(現任)

米国公認会計士(USCPA)登録

2008年４月 公認不正検査士(CFE)登録

2016年６月 （一社）JAPAN Society of 

U.S.CPAs理事

2020年６月 リコーリース㈱取締役(社外・現任)

2021年４月 （一社）日本コーポレートガバナン

ス研究所アドバイザリーボード委員

(現任)

2022年５月 当社監査役（社外・現任）
　

(注)４ －

計 10,100

社長執行役員 濵田  和成 執行役員 宮本  弘紀 執行役員 北林  譲二

常務執行役員 宮前  吾郎 執行役員 稲田    哲 執行役員 加藤    浩

常務執行役員 水戸  秀幸 執行役員 後藤  喜一 執行役員 山口  聡一

常務執行役員 三宅  康男 執行役員 陳    留杭 執行役員 越智  広昭

常務執行役員 佐方  圭二 執行役員 関    竹娟 執行役員 二宮  大祐

常務執行役員 阿久津  哲也 執行役員 谷口    勉

執行役員 生田  徳明 執行役員 小塩  隆之

（注）１  取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

２  監査役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

３  監査役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

４  監査役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

５  取締役藤田正明、同  本保芳明、同  吉川恵治、同  高田朝子は社外取締役であります。

６  監査役黒田隆、同  髙橋司、同  戎井真理は社外監査役であります。

７  当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活

用を目的として、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下の19名であります。
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②　社外役員の状況

イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本

的・取引関係その他の利害関係

　当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役藤田正明氏は、当社の株式を保有しておりますが、当社との間には人的関

係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。

　社外取締役本保芳明氏は、当社の株式を保有しておりますが、当社との間には人的関

係、資本的関係、また特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケイヒン㈱および国

連世界観光機関駐日事務所の業務執行に携わっておりますが、特別な利害関係はありませ

ん。

　社外取締役吉川恵治氏と当社との間には人的関係、資本的関係はありません。また、同

氏は、関西ペイント㈱および㈱フジクラの業務執行に携わっておりますが、特別な利害関

係はありません。

　社外取締役高田朝子氏と当社との間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係は

ありません。

　社外監査役黒田隆氏と当社との間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はあ

りません。

　社外監査役髙橋司氏と当社との間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係はあ

りません。また、同氏は、勝部・髙橋法律事務所の業務執行に携わっており、また、日本

電気硝子㈱、㈱日本触媒の監査役でありますが、特別な利害関係はありません。

　社外監査役戎井真理氏と当社との間には人的関係、資本的関係、また特別な利害関係は

ありません。また、同氏は、リコーリース㈱の業務執行に携わっておりますが、特別な利

害関係はありません。

ロ．社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役には、当社の経営理念・行動規範等の考え方を共有いただくとともに、最高

経営責任者等経営者としての豊かな経験、もしくはそれに準ずる経験・知見を活かし、当

社の経営陣から独立・中立の立場から客観的にご意見をいただいております。

　社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を高めるため法令上その選任が義務付けら

れていること、また選任された理由等を踏まえ、独立・中立の立場から客観的に監査意見

を表明することを期待されていることを認識いただき、忌憚なき意見を述べていただいて

おります。

ハ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

　当社は、東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、当社における社外取

締役の独立性判断基準を、以下に定める要件を満たした者と定義しております。

A．現在及び過去10年間、当社または当社子会社、親会社、兄弟会社の業務執行取締役、執

行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者という）ではない者

B．本人が、現在または過去３年間において、以下に該当しないこと

a．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

b．当社の会計監査人のパートナーまたは当社の監査に従事する従業員

c．当社の主要な借入先（連結総資産の２％を超える金額の借入先）の業務執行者

d．当社の主要な取引先（当社グループとの取引が、当該取引先の年間連結売上高の２％を

超える金額の取引先）の業務執行者

e．弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタントであって、当社グループより役

員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者

f．非営利団体に対する当社グループからの寄付金が1,000万円を超え、かつ当該団体の総

収入２％を超える金額の団体の業務執行者

g．上記A及びB．a～fの配偶者または２親等以内の親族
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氏名 選任の理由

藤田　正明

　藤田正明氏は、品質管理・生産管理に関する豊富な経験を踏まえ当社

の技術経営(ＭＯＴ)に的確な助言を行っていただき、また異業種横断・

グローバルなビジネス展開・マネジメントに関する経営的知見と人材育

成分野などで、当社の経営やコーポレート・ガバナンス等の向上につい

て貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する監督

を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断し、

社外取締役として選任しております。

　なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監

督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員と

して選任しております。

本保　芳明

　本保芳明氏は、運輸省関連行政の他、海外経験、初代観光庁長官およ

び日本郵政公社理事としての豊富な経歴と幅広い知見を持ち、かつ大学

特任教授としての人材育成分野の経験などを通じ、当社の経営やコーポ

レート・ガバナンス等の向上について貢献いただくことで、引き続き、

取締役として経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役

割を果たすことができると判断し、社外取締役として選任しておりま

す。

　なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監

督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員と

して選任しております。

吉川　恵治

　吉川恵治氏は、東証一部上場企業の代表執行役社長としての経営経験

はもとより、日本に本拠を置くグローバル企業のトップとしての経験か

ら、当社の国内事業のみならず、海外事業経営におけるマネジメントに

ついて貢献いただくことで、引き続き、取締役として経営執行に対する

監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たすことができると判断

し、社外取締役として選任しております。

　なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監

督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員と

して選任しております。

高田　朝子

　高田朝子氏は、大学院教授としての研究領域である組織論やイノベー

ションの分野での知識・知見を、当社の企業価値向上に向けた組織風土

改革の推進、コーポレート・ガバナンスの実効性の向上、また、当社の

ダイバーシティ推進の面で貢献いただくことで、引き続き、取締役とし

て経営執行に対する監督を行い、重要事項の決定に十分な役割を果たす

ことができると判断し、社外取締役として選任しております。

　なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監

督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員と

して選任しております。

黒田　隆

　黒田隆氏は、現在および過去10年間において親会社の子会社である株
式会社イオン銀行およびイオンフィナンシャルサービス株式会社の業務
執行者を歴任しています。イオングループの総合金融事業の中核会社で
ある株式会社イオン銀行において、経営企画部門、経営管理部門の執行
責任者としての経歴があると共に、同社の取締役として経営執行に対す
る監督を行ってきました。これまでの経歴を経て得られた経験と見識に
基づき、社外監査役として当社の監査業務のさらなる充実に寄与いただ
けると判断し、社外監査役として選任しております。
　なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況
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髙橋　司

　髙橋司氏は、弁護士としての専門的知見と長年にわたり企業法務に携

わってこられた豊富な経験に基づき、当社における監査の実効性をこれ

まで高めていただきました。髙橋氏の類まれな経験や見識は、更なる当

社の監査機能の強化において不可欠なものであるため、社外監査役とし

て選任しております。

　なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監

督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員と

して選任しております。

戎井　真理

　戎井真理氏は、米国の公認会計士および公認不正検査士としての豊富

な経験と深い知識をもとに、多くの企業へのコンサルティングを長期に

渡り実施されてきました。また、上場会社の独立役員社外取締役として

の実績および専門的な知見と幅広い経験を独立した立場から当社の監査

業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役として選任

しております。

　なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監

督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員と

して選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相

互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて当社・子会社の内部統制の運用状況や実

効性評価、コンプライアンス遵守への指導・教育状況等を把握し、自らの知見に基づき適宜

意見を述べることで取締役の職務執行が適正になされているかを監督しております。

　また、社外監査役は、監査役会を通じて、内部統制システムを適切に構築・運用している

かを監視・検証をしております。監査役会とグループ経営監査部及び内部統制部門は、定期

的会合を持ち、その監査方針並びに監査結果の聴取及び意見交換を行っております。
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役職名 氏名 当事業年度の出席率

常勤監査役 三津井　洋 100％（16回／16回）

独立社外監査役 髙橋　司  94％（15回／16回）

監査役 河邉　有二 100％（16回／16回）

監査役 西松　正人 100％（16回／16回）

（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

イ．組織、人員

　当社の監査役は４名であり、常勤の社外監査役１名と社外監査役２名及び監査役１名で

構成されています。

　監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役会並びに取締役の意思決定、

職務執行に関する監視機能を果たしております。

　また、当社は監査役を補助するために専属の使用人を配置しており、監査役を補助する

使用人の採用・選定・異動等の人事に関する事項については、事前に常勤監査役または監

査役会の同意を得ることとし、その人事考課は常勤監査役が行っております。

　なお、社外監査役戎井真理氏は、米国公認会計士及び公認不正検査士の資格を有し、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。

ロ．監査役会の開催頻度、出席状況及び検討事項

　当事業年度は、監査役会が16回開催され、所要時間は毎回約2.5時間でした。

　各監査役の、当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。

　また、監査役会では、次のような決議、報告がなされました。

　決議９件：　監査役会の監査報告書、監査役選任議案に関する同意、会計監査人の再

任、監査役会議長選定、監査役報酬決定、会計監査人の報酬等決定に関す

る同意　等

　報告48件：　監査役監査方針・監査計画、会計監査人の監査計画検討、法務事案・内部

通報制度の状況報告、グループ監査役連絡会　等

ハ．監査役の主な活動

　監査役会は、当事業年度は主として以下の項目を監査重点項目として取組みました。

A．内部統制システムに係る取締役会決議事項及び同システムの適切な構築・運用の

監視・検証

B．関係会社管理体制の構築・運用状況の監視・検証

C．2021年度経営計画並びに重点施策等の策定方針と取組み状況のモニタリング

D．会計システム（子会社含む）の適切な構築・運用の監視・検証

E．資産としての資材・自販機在庫の実在性並びに在庫評価の妥当性の検証

F．主要な決議、決裁書類、その他業務執行に関する重要文書の閲覧

　常勤監査役は、取締役会、経営会議、国内グループ経営会議、海外グループ経営会議、

支社経営会議、営業戦略会議、子会社取締役会等の重要会議に出席し、業務監査を中心に

日常的且つ継続的に職務を遂行するとともに、重要な情報については他の監査役もしくは

監査役会に報告し意見交換を行っております。

　監査役は、取締役会、監査役会に出席し、また、必要に応じて経営会議に出席し、監査

に必要な情報を入手するとともに、常勤監査役との情報共有を行っております。
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②　内部監査の状況

イ．組織、人員及び手続

　当社の内部監査は、グループ経営監査部が子会社を含めた内部監査を定期的に実施し、そ

の結果を代表取締役、取締役会等に報告するとともに、適正な業務運営を指導しておりま

す。グループ経営監査部の要員数は、18名です。

　グループ経営監査部は、業務執行部門とリスク管理部門から独立した部門として業務執行

を評価し、グループの経営と業務執行の適法性・妥当性を担保しております。また、リスク

管理機能及び内部統制システムについて取締役会に合理的な保証を与えております。

ロ．内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

　当社は、監査役、会計監査人、グループ経営監査部長による三者の連携を強化するため、

「三様監査会議」を四半期ごとに開催し、課題等について三者で情報交換及び監査対応につ

いて意見交換を行っております。当事業年度は４回開催致しました。

ハ．内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係

　監査役会とグループ経営監査部及び内部統制部門並びにグループコンプライアンス部は定

期的会合を持ち、その監査方針並びに監査結果の聴取及び意見交換を行っております。

　また、内部統制システムの構築と各部門における内部統制の整備を推進する部門であるグ

ループ内部統制部は、会計監査人と適宜協議し、認識や見解の整合を行っております。

③  会計監査の状況

イ．監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

ロ．継続監査期間

19年間

ハ．業務を執行した公認会計士の氏名

業務執行社員　　　轟　　一成

業務執行社員　　　藤井　秀吏

ニ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士  16名、その他 15名

ホ．監査法人の選定方針と理由

　当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

　また、当社監査役会は「会計監査人の選解任等に関する基本方針」を定め、会計監査人

の適正性、専門性、当社からの独立性その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査

人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認めら

れる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決

定いたします。
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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 87 13 72 29

連結子会社 72 1 68 －

計 159 14 140 29

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 － － － －

連結子会社 12 6 14 1

計 12 6 14 1

ヘ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

　当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価につ

いては、監査法人の選定方針に記載した「基本方針」に基づき、監査法人の品質管理、監

査チームの独立性、監査役とのコミュニケーション、経営者や内部監査部門等とのコミュ

ニケーション、グループ会社における監査役及び経営者とのコミュニケーション、海外の

ネットワーク・ファームの監査人とのコミュニケーション、監査計画策定に際し、当社の

事業内容や管理体制等を勘案して不正リスクを適切に評価し、監査計画が適切に実行して

いることを確認しております。それらの結果を踏まえ、当監査役会は、会計監査人の監査

の方法と結果並びに品質を相当と認め、再任が適当であると判断いたしました。

④　監査報酬の内容等

イ．監査公認会計士等に対する報酬

（前連結会計年度）

　当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」

適用に関する助言・指導費用であります。

　また、連結子会社における非監査業務の内容は、経理体制の調査費用であります。

（当連結会計年度）

　当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」

適用に関する助言・指導費用であります。

ロ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（Deloitte Touche Tohmatsu Limited）に対する

報酬（イ．を除く）

（前連結会計年度）

　連結子会社における非監査業務の内容は、経理体制に関する助言・指導費用等でありま

す。

（当連結会計年度）

　連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導費用等であります。
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ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

（前連結会計年度）

　重要な報酬がないため、記載を省略しております。

（当連結会計年度）

　重要な報酬がないため、記載を省略しております。

ニ．監査報酬の決定方針

  監査公認会計士等に対する監査報酬の額については、会計監査計画の作業日数や人員配置

などの内容、前年度の監査実績の検証と評価および監査の遂行状況の相当性、見積りの算出

根拠等を考慮し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上

で決定しております。

ホ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　当社の監査役会は、提案された報酬等が適正かつ効率的な会計監査のために必要な監査日

数であるか、また他のイオングループ各社の監査報酬と比較し妥当な監査報酬単価であるか

等の検証をした結果、会社法第399条第１項の同意を行っております。
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（４）【役員の報酬等】

①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に係る事項

イ　役員報酬制度の基本的な考え方

　当社は、当社取締役の報酬について、以下のとおり役員報酬規程に定めております。

A．当社の経営理念である「お客さまの『環境価値』を創造し続ける」を実践し、また

環境問題や社会貢献に積極的に取り組むとともに、業績向上に寄与する経営戦略遂

行を強く動機付けできる報酬制度とする。

B．ステークホルダー（お客さま、株主さま、従業員等）により納得され支持される、

透明性・公正感が高い報酬制度とする。

　また監査役は、当社の業績如何にかかわらず、所定の監査役報酬を支給されるものと同

規程に定めております。

ロ　役員の報酬等の決定方針と決定プロセス

　取締役は2007年５月24日開催の定時株主総会において年額590百万円以内、監査役は1990

年５月18日開催の定時株主総会において年額50百万円以内を決議しております。

　取締役の報酬は、上記株主総会の議決により授権された範囲において、指名・報酬諮問

委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。また、各取締役個別の報酬の決

定については、取締役会で委任を受けた代表取締役社長が、各取締役の基本報酬の額およ

び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績報酬の評価配分案を作成し、指名・報酬諮問

委員会の答申等を踏まえ、決定いたします。

　監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、監査役の協議にて決定して

おります。社外取締役及び監査役の報酬については、その役割から業績に連動しない基本

報酬のみとしております。

　社内取締役（社外取締役ではない取締役をいい、以下同じとする。）の報酬は、以下の

とおり基本報酬と業績報酬、株式報酬型ストックオプションにより構成されております。

A．基本報酬

　役位別に設定した基準額内で、個別評価に基づき定めた金額を月例の固定報酬として

支給する。

B．業績報酬

　以下の会社業績報酬および個人別業績報酬で構成される。業績報酬の支給率は、期首

に設定した目標達成時に基準金額の100％を支給するものとし、当該年度の会社業績お

よび個人別評価に基づき０％から200％の範囲で変動させる。

　なお、業績報酬は、毎年、一定の時期に支給する。

a．会社業績報酬

　役位別基準金額に対して、会社業績の達成率に基づき算出し、業績を総合的に勘案

して決定する。

b．個人別業績報酬

　役位別基準金額に対して、部門別業績と経営目標達成度による個人別評価に基づく

係数により決定する。

C．株式報酬型ストックオプション（非金銭報酬）

　株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落に

よるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や

志気を高めることを目的に、取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株

予約権を割り当てる。

　新株予約権の目的となる付与個数については、指名・報酬諮問委員会の答申を経て、

取締役会において、役位別基準金額に対して、一定期間の平均株価と当該年度の業績に
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開催年月 主な審議内容

2021年４月 指名・報酬諮問委員会及び評価諮問委員会委員会の委員選定

2021年５月 指名・報酬諮問委員会規則改正

2021年６月 関係会社役員選任について

2021年７月 関係会社役員選任について

2021年８月 関係会社役員選任について、執行役員の担当職務変更

2021年10月 独立社外取締役・独立社外監査役招聘について

2021年11月 独立社外取締役招聘について

2022年２月 独立社外監査役招聘について、執行役員・関係会社役員選任について

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

（名）基本報酬
ストック
オプション

賞与
 左記のうち、
非金銭報酬等 

取締役

（社外取締役を除く。）
67 42 15 9 15 5

監査役

（社外監査役を除く。）
1 1 － － － 2

社外役員 54 54 － － － 7

基づき決定する。

　新株予約権は、毎事業年度の一定の時期に、役員報酬規程に定められた条件に従って

付与される。

ハ　業績連動報酬に係る指標の目標及び実績

　業績報酬及び株式報酬型ストックオプションの支給に係る指標は、総合的な収益力を表

すものとして、連結経常利益の達成水準を主な指標とし、連結当期純利益、連結営業利益

の予算達成率及び各利益の昨年比増減及びその内容等を考慮しております。なお、当連結

会計年度における連結営業利益の予想値は165億円、実績は157億円でありました。

ニ　指名・報酬諮問委員会の役割と活動内容

　取締役会の任意諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しており、同委員会は、役

員候補者の選任・指名、代表取締役社長等の後継者の計画、取締役の報酬に対する方針・

基準および手続きについて取締役会に対し助言・答申を行っております。

　同委員会は、原則として代表取締役社長を委員長とし、複数の社外取締役を含む取締役

で構成しております。

　当事業年度は、指名・報酬諮問委員会を10回開催しました。役員の報酬等に関し、当該

委員会における主な審議内容は、以下のとおりであります。

②  役員の報酬等

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

注）　取締役（社外取締役を除く）に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション15百万円であ

　　　ります。

ロ  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

  連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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ハ  使用人兼任役員の使用人給与のうち、重要なもの

  該当事項はありません。

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 8 66

非上場株式以外の株式 12 2,236

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 3 1

持株会を通じた株式の取得によ

るもの

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －

（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、保有相手先企業との中長期的な取引関係維持・強化及び提携強化を図る等の政策

的な目的で、合理的な範囲で子会社或いは関係会社以外の他企業の株式を保有することがあ

ります。一方で、政策保有目的以外での投資目的等での株式保有は原則行いません。保有上

場株式について、その保有目的等を開示しております。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

A．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会

等における検証の内容

　取締役会は、主要な政策保有株式について、保有のねらいと保有することの合理性に問

題が無いか、中長期的な経済合理性や将来の見通しを踏まえて毎年検証しております。具

体的には、配当、事業利益及び株価変動を合計した便益と当社資本コストを比較し、その

上で、事業部門及び営業部門からの定性情報を加味し、総合的に検証する。検証の結果、

保有を継続しないと判断した株式については原則として売却します。

B．銘柄数及び貸借対照表計上額

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増減した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

イオンモール㈱
797,280 797,280

取引関係の維持・強化のため 有
1,286 1,428

イオン北海道㈱
317,800 317,800

取引関係の維持・強化のため 無
372 358

イオン九州㈱
99,865 99,865

取引関係の維持・強化のため 無
212 190

㈱イオンファンタジ

ー

76,664 76,664
取引関係の維持・強化のため 無

150 194

マックスバリュ西日

本㈱

43,923 43,923
取引関係の維持・強化のため 有

117 80

ＤＣＭホールディン

グス㈱

32,340 32,340
取引関係の維持・強化のため 無

36 34

㈱めぶきフィナンシ

ャルグループ

100,000 100,000
取引関係の維持・強化のため 無

27 22

上新電機㈱
5,000 5,000

取引関係の維持・強化のため 無
10 14

大和ハウス工業㈱

3,104 2,978 取引関係の維持・強化のため

株式の増加は、持株会を通じた株式の取

得によるもの

無
10 8

カシオ計算機㈱

6,079 5,739 取引関係の維持・強化のため

株式の増加は、持株会を通じた株式の取

得によるもの

無
8 11

㈱ダイナムジャパン

ホールディングス

38,267 31,511 取引関係の維持・強化のため

株式の増加は、持株会を通じた株式の取

得によるもの

無
4 3

㈱アサヒペン
1,000 1,000

取引関係の維持・強化のため 無
1 2

C．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

（注）定量的な保有効果については記載が困難でありますが、取締役会では主要な政策保有株式について、保有のね

らいと保有することの合理性に問題がないか、中長期的な経済合理性や将来の見通しを踏まえて毎年検証を行

っております。

③  保有目的が純投資目的である投資株式

  該当事項はありません。
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