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 2014 年 11 月 21 日 

株式会社北の達人コーポレーション 

代表取締役社長 木下 勝寿 

 問合せ先：取締役管理部長 清水 重厚 011-757-5567 

 
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 

当社は、「内部統制」、「リスク管理」、「コンプライアンス」、「開示情報統制」が充分に機能し

たコーポレート・ガバナンス体制を構築することが経営上の重要な課題と認識しております。また、株

主を始めとする全てのステークホルダー及び社会からの信頼を確保することが企業価値の向上につな

がると考え、公正性・効率性を追求しながら、健全で透明性のある経営に努めるとともにアカウンタビ

リティー（説明責任）を果たしてまいります。 
 
２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  
【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

木下 勝寿 3,201,600 61.84 

鈴木 拓也 333,600 6.44 

木下 浩子 173,200 3.35 

須田 忠雄 137,200 2.65 

松井証券株式会社 127,500 2.46 

井上 裕太 95,000 1.83 

堀川 麻子 49,200 0.95 

落田 徹 47,200 0.91 

高橋 正雄 41,600 0.80 

角谷 雅之 37,800 0.73 

 
支配株主名 木下 勝寿 

 
親会社名 なし 
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補足説明 
大株主の状況は 2014 年８月 31 日時点の情報に基づきます。 

 
 
３．企業属性 

上場予定市場区分 第二部 
決算期 ２月 
業種 食料品 
直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人未満 
直前事業年度における(連結)売上高 100 億円未満 
直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 
４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社の代表取締役社長である木下勝寿は、当社株式の過半数を有しており支配株主に該当いたしま

す。支配株主との取引等を行う場合は、一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を基本方針とし、

支配株主以外の株主の利益が害されないよう考慮することとしております。 
 
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 

該当事項はありません。 
 
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 監査役設置会社 
 
【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 ７名 
定款上の取締役の任期 ２年 
取締役会の議長 社長 
取締役の人数 ４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 １名 
社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 
１名 
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会社との関係(１) 
氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i 
徳丸 博之 他の会社の出身者     ○   ○  

 ※１ 会社との関係についての選択項目 
 a.親会社の出身である 
 b.他の関係会社出身である  
 c.当該会社の大株主である 
 d.他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している 
 e.他の会社の業務執行取締役、執行役等である 
 f.当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ず

る者である 
 g.当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている 
 h.本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している 
 i.その他 
会社との関係(２) 

氏名 独立 
役員 

適合項目に関する補足説明 当社社外取締役に選任し

ている理由 
徳丸 博之 ○ 株式会社にっこう社 代表取締

役社長 
同氏は、株式会社にっこう

社の経営に携わられ、その

実績・見識により、経営の

重要事項の決定及び業務

執行の監督等に十分な役

割を果たすことを期待し

て選任しております。 
徳丸氏は当社との関係に

おいて、株主の付託を受け

た独立機関として、中立・

公正な立場を保持してい

ると判断しております。 
 
【監査役関係】  
監査役会設置の有無 設置している 
定款上の監査役の員数 ４名 
監査役の人数 ３名 
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監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 
内部監査と監査役監査の連携につきましては、監査役会において年度の監査計画策定に関する意見交

換および期中監査上の指摘事項、改善状況ならびに内部統制システム構築運用等について、相互に定期

報告することで情報の共有化と助言等を行っております。 

会計監査人との連携につきましては、四半期毎に会計監査人による期中の会計監査の結果について報

告を受け、その適正性について検証し必要な意見・情報交換を行っております。監査役会は、これから

も会計監査人および内部監査担当者との緊密な情報交換を実施して、適切な三様監査を実現するべく相

互の連携を図ってまいります。 
 

社外監査役の選任状況 選任している 
社外監査役の人数 ３名 
社外監査役のうち独立役員に指定されている人

数 
１名 

  
会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 
a b c d e f g h i 

布田 三宥 他の会社の出身者        ○  
久保田 廣 他の会社の出身者        ○  
甚野 章吾 他の会社の出身者    ○    ○  

 ※１ 会社との関係についての選択項目 
 a.親会社の出身である 
 b.他の関係会社出身である  
 c.当該会社の大株主である 
 d.他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している 
 e.他の会社の業務執行取締役、執行役等である 
 f.当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ず

る者である 
 g.当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている 
 h.本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している 
 i.その他 
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会社との関係(２) 
氏名 独立 

役員 
適合項目に関する補足説明 当社社外監査役に選任し

ている理由 
布田 三宥  － 上場会社での監査役とし

ての経験、財務及び会計に

関する相当程度の知見を

当社監査体制の強化に活

かしていただくため社外

監査役に選任しておりま

す。 
久保田 廣 ○ － 同氏がこれまで培ってき

た経験及び上場会社での

監査役としての経験を当

社監査体制の強化に活か

していただくため社外監

査役に選任しております。

久保田氏は当社との関係

において、株主の付託を受

けた独立機関として、中

立・公正な立場を保持して

いると判断しております。 
甚野 章吾  － 同氏がこれまで培ってき

た公認会計士及び税理士

としての経験を当社監査

体制の強化に活かしてい

ただくため社外監査役に

選任しております。 

 
【独立役員関係】 
独立役員の人数 ２名 
その他独立役員に関する事項 
－ 
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【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 
ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 
業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的としてストックオプション制度を導入しております。 

 
ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員 

該当項目に関する補足説明 
業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的としてストックオプション制度を導入しております。 

 
【取締役報酬関係】 

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 

取締役、監査役別に当期の支給額の総額を開示しております。 

平成26年２月期 取締役５名に支払った報酬  104,250千円 

平成26年２月期 監査役３名に支払った報酬   7,980千円 
 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 
報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

取締役の報酬等につきましては、役員規程において、総額は株主総会で決議された年間報酬限度額（年

額250百万円以内）の範囲内で決定し、各取締役の報酬額は、世間水準、会社業績、従業員給与とのバ

ランス等を考慮し、取締役会決議により、決定することと定めております。 
 
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外取締役及び社外監査役のサポートは、当社管理部において、随時対応しております。 
 
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) 

(a)取締役会 

取締役会は、定例取締役会を毎月１回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本

方針、経営上の重要事項の審議並びに決定、業務施策の進捗状況の確認等、重要な意思決定機関として

機動的な運用を行っております。取締役会における経営監視機能を充実するため、取締役会の構成は取

締役総数４名のうち社外取締役が１名であり、社外取締役はＥコマース事業に携わる企業経営者を配し

ており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。 

なお、当社の取締役は７名以内とする旨を定款に定めております。 
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(b)監査役会 

監査役会は、定例監査役会を毎月１回開催しており、必要に応じて臨時監査役会を開催できる旨を定

めております。当社の監査役会の構成は、監査役総数３名（常勤１名、非常勤２名）全員が社外監査役

であり、取締役会には常に出席し、取締役会の運営及び取締役の業務執行状況を監査するとともに会計

監査人・内部監査部門と連携を図り、有効かつ効率的な監査を実施しております。 

なお、当社の監査役は４名以内とする旨を定款に定めております。また、常勤の監査役は、必要に応

じて取締役会以外の重要な会議に出席し、業務の遂行状況を監査しております。 

 

(c)経営会議 

経営会議は、経営方針に沿った業務報告とこれらに関する重要な情報の収集、部門間の情報共有、更

には事業計画、事業全体に係る方針や各部門において抱える課題で組織横断的に検討すべき事項を協議

する機関として、原則月１回開催しております。経営会議メンバーは、代表取締役社長、取締役、監査

役及び代表取締役社長が指名する者をもって構成され、必要に応じて担当者を出席させ、意見等を述べ

る会議運営としております。 

 

(d)内部監査 

経営の効率性、適法性、健全性の確保を目的に社内に代表取締役社長直属の内部監査室を置いており

ます。内部監査の仕組みについては、内部監査人（１名）が監査役会や会計監査人と連携を取りながら、

年間内部監査計画書により、各部門へのヒアリング、実地調査を行い、内部統制、コンプライアンス等

の実効性と効率性の向上に努めております。 

 

(e)会計監査人 

当社は、清明監査法人を会計監査人に選任して監査契約を締結しており、会計処理や決算内容につい

て監査を受けております。 

業務を執行した公認会計士の氏名 
指定社員 業務執行社員 島貫 幸治 
指定社員 業務執行社員 北倉 隆一 
（注） １．継続監査年数については、両名とも７年以内であるため、記載を省略しております。 

２．同監査法人又は業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。 
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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、監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社としてお

ります。また、社外取締役１名、社外監査役３名を選任することにより、社外の視点を取り入れた適正

な意思決定や業務執行に対する監督を担保しております。さらに、代表取締役社長の直轄機関として内

部監査室を設置し、監査役との連携を密にすることで、内部牽制機能の向上に努めております。上記の

体制によりガバナンスが十分に機能すると判断し、採用しております。 
 

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 

 補足説明 
集中日を回避した

株主総会の設定 
当社は２月決算であることから、株主総会の集中日開催については該当いたし

ません。 
電磁的方法による

議決権の行使 
現在のところ該当はございませんが、将来的にインターネットによる議決権行

使の導入を検討しております。 
その他 当社ホームページに株主総会招集通知及び株主総会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 代表者自身による

説明の有無 
個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

直接的に、個人投資家の皆様に対し会社の状況を説明する

ため、会社説明会を適宜実施しております。 
あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 
適時開示資料の他、会社説明会で使用した資料などを当社

ホームページに掲載しております。 
 

IR に関する部署(担
当者)の設置 

ＩＲ活動は管理部が担当しております。  
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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 
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 

当社は、株主や投資家のみなさまに「公正」かつ「タイムリー」に会社情報を

提供するため、積極的なＩＲ活動に取り組んでまいります。また、ステークホル

ダーの利益を尊重するとともに、すべてのステークホルダーに対して法令を遵守

したうえでの公平かつ適時適切な情報開示を行うこととし、経営の透明性の実現

に努めてまいります。 
その他 ＜女性の活躍の方針・取り組みについて＞ 

当社は、女性の活躍促進に向けて、採用や昇格などあらゆる場面において、性

別に区別なくそれぞれの実力や成果に応じた評価を行っております。 
 
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 

内部統制に関しては、「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会で定め、その整備を行ってお

ります。同方針において、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、

その他株式会社の業務の適正を確保するための体制として以下のことを定めております。 

 

(a)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

1.取締役及び使用人がとるべき行動の規範を示した「クレド」を制定し、取締役及び使用人が法令及び

定款等を遵守することを徹底する。 

クレド（Credo）とは「信条」「志」「約束」を 意味するラテン語 

2.取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を取締役会規程に則り取締役

会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。 

 

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

1.取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程並びに内部者情報管理規程に基づ

き作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて

管理する。 

2.法令又は取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。 

 

(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

1.代表取締役社長に直轄する内部監査室において定期的に業務監査を行い、法令・定款違反その他会社

に著しい損害を及ぼすおそれがないか検証し、その結果を代表取締役社長に報告する。 

2.定期的に開催する経営会議において、内在するリスクの把握、分析、評価を行い、リスク回避策及び

損失を最小限に留めるための対策の実施方針を決定する。 

3.取締役会は、経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、あらかじめ必要な対応方針を
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整備し、発現したリスクによる損失を最小限に留めるため必要な対応を行う。 

 

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

1.取締役会は、取締役の職務の効率性を確保するために取締役の合理的な職務分掌、チェック機能を備

えた職務権限規程等を定める。 

2.経営理念を基軸に中期経営計画を策定し、これに基づき作成される単年度計画により、取締役は各業

務を執行する。 

3.取締役会は原則毎月開催し、当社経営の重要事項について審議するとともに取締役の業務執行状況の

監督を行う。 

4.経営会議は原則毎月開催し、全社的な業務報告並びに業務執行に係る重要事項について協議を行う。 

 

(e)当社並びにその親会社及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 

当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」等に則り、業務執

行の状況について、各担当部門が会社規程類等に準じた管理及び支援を行う。 

また、当社の監査役及び内部監査担当者は、子会社の管理状況及び業務活動について監査を行う。 

 

 (f)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

並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

1.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、取締役会は監査役と協議の上、監査

役を補助すべき使用人を指名する。 

2.指名された使用人への指揮権は、監査役に委譲されたものとし取締役の指揮命令は受けない。 

 

(g)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制 

1.取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告及び必要な情報提供を行う。 

2.取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項並びに重大な法令・定款違反等を発見した時

は直ちに監査役会に報告する。 

 

(h)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

1.監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。 

2.監査役は、取締役会のほか必要に応じて重要な会議に出席することができる。 

3.監査役は、会計監査人と定期的な会合をもち、情報・意見交換を行うとともに必要に応じて報告を求

める。 
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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 

当社は、反社会的勢力排除に関して、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の

経済的利益を提供しないことを基本方針としており、コンプライアンス・リスク管理体制の整備の一環

と捉え体制を構築しております。これは、社会の要請「証券取引及び証券市場からの反社会的勢力の排

除について（日本証券業協会 平成19年７月30日・平成20年５月７日）」でもあり、反社会的勢力との

関係断絶の大きな流れについて対応しない場合には、企業の存続に係るリスクに発展することを認識し

ているからです。このため当社では「コンプライアンス規程」「リスク管理規程」「反社会的勢力対策

規程」「反社会的勢力対応マニュアル」等を整備し、社内のリスク管理について、経営会議にて、その

対策と対応策を決定しております。具体的には、役員、従業員及び取引先（新規・既存）の調査にあた

っては、当該規程等のルールに基づいて、チェックリストによる調査や外部機関の情報等による調査を

行っております。 
 
Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 
該当項目に関する補足説明 

当社では、現在のところ買収防衛策の導入はしておらず、また導入計画はありませんが、今後導入を

検討する可能性があります。その必要が生じた際には、顧問弁護士等も交えて慎重に検討する他、事前

に貴証券取引所ともご相談させていただきたいと考えております。 
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２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

－ 
 
【(参考資料)会社の機関及び内部統制に関する概要図】 
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【（参考資料）開示統制図】 
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