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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

当社は、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、意
思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることが
コーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んで参ります。

（１）株主の権利を尊重し、平等性を確保する。

（２）株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。

（３）会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保する。

（４）監督と執行を分離することにより、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。

（５）当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を行う。

【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・コードの各原則を全て実施しております。

【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1-4 政策保有株式】

上場株式の政策保有に関する方針および政策保有株式に関する議決権行使基準につきましては、当社ホームページにて公表しております「コー
ポレートガバナンス原則」の第4条に規定しておりますのでご参照下さい。当社は、取締役会において１年に１回すべての政策保有株式について、
ＲＯＩＣを用いた定量的検討と事業上の必要性等の定性的検討にもとづく総合的判断を行い、保有の意義があるか検証しています。

（https://www.nipponsanso-hd.co.jp/Portals/0/images/company/governance/principles_jp.pdf)

【原則1-7 関連当事者間の取引】

関連当事者間の取引については、その手続きの枠組みを当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス原則」の第5条に規定
しておりますのでご参照下さい。

(https://www.nipponsanso-hd.co.jp/Portals/0/images/company/governance/principles_jp.pdf)

【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】

当社グループの主要な事業会社である大陽日酸株式会社では、年金資産運用委員会を設置し、企業年金の運用について審議しています。同社
は、企業年金の運営に当たっては、利益相反が適切に管理されるように配慮した上で、従業員の安定的な資産運用に資するよう、積立金の運用
に関する基本方針を定めるとともに、運用目的達成に必要な政策的資産構成割合を定めています。また、定められた政策的資産構成割合にもと
づき最適な運用受託機関を決定し、決定した運用受託機関の定量的・定性的な評価を実施するとともに、積立金の運用結果を含め業務の概況に
ついては従業員に開示しています。

【原則3-1(1) 情報開示の充実】

当社は、企業理念を定めてホームページにて公表しておりますのでご参照下さい。

(https://www.nipponsanso-hd.co.jp/company/mission.html)

当社は、2018年3月期から2021年3月期までの4ヵ年の中期経営計画「Ortus（オルタス） Stage 2」を推進してまいりました。

本来であれば、2022年3月期から始まる新たな中期経営計画を策定し、公表する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受
け、世界経済ならびに当社事業環境が不透明であることから、中期経営計画の策定を1年延期し、2023年3月期からの計画として公表する予定で
す。

過去の中期経営計画についてはホームページで公開しておりますのでご参照下さい。

（https://www.nipponsanso-hd.co.jp/ir/management/plan.html）

【原則3-1(2) 情報開示の充実】

当社は、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を「コーポレートガバナンス原則」として定めてホームページにて公表しており
ますのでご参照下さい。

(https://www.nipponsanso-hd.co.jp/Portals/0/images/company/governance/principles_jp.pdf)

【原則3-1(3) 情報開示の充実】

取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、本報告書の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」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はそ
の算定方法の決定方針の開示内容」をご参照下さい。



【原則3-1(4) 情報開示の充実】

当社は、取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きを、当社ホームページにて公表しておりま
す「コーポレートガバナンス原則」の第13条から第15条に規定しておりますのでご参照下さい。

(https://www.nipponsanso-hd.co.jp/Portals/0/images/company/governance/principles_jp.pdf)

【原則4-1-1 取締役会の役割・責務】

当社は、経営陣に対する委任の範囲を、当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス原則」の第7条第3項に規定しております
のでご参照下さい。

（https://www.nipponsanso-hd.co.jp/Portals/0/images/company/governance/principles_jp.pdf)

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス原則」の第9条第2項に規定してお
りますのでご参照下さい。

（https://www.nipponsanso-hd.co.jp/Portals/0/images/company/governance/principles_jp.pdf)

【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社は、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を定めて、当社ホームページにて公表しておりま
す「コーポレートガバナンス原則」の第9条に規定しておりますのでご参照下さい。

（https://www.nipponsanso-hd.co.jp/Portals/0/images/company/governance/principles_jp.pdf)

【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

社外取締役勝丸充啓は、株式会社シマノの社外取締役を兼任しております。また、取締役伊達英文は、株式会社三菱ケミカルホールディングス　
取締役執行役常務最高財務責任者及び株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ 代表取締役社長を兼任しております。社外

監査役については他の上場会社の役員の兼任はございません。

【補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

各取締役に対する質問票方式で実施しております。具体的な進め方としては、2月の取締役会で質問票の内容を取締役に説明して配布し、各取
締役が質問票に意見を記載して議長に提出した後、4月度の取締役会で提出された意見をもとに取締役会の実効性について現状の評価を行うと
ともに、問題点と改善策について討議しました。質問票では、当社のコーポレートガバナンス原則で取締役会の責務とされている①経営全般に対
する監督、②内部統制体制の整備、③社長(ＣＥＯ)その他の経営陣の選定、選任、解任、評価及びその報酬の決定、④経営戦略の策定及び重要
な業務執行の決定に加えて、2020年10月1日に実施した持株会社への移行について、取締役会として効果的に活動できた点および効果的に活動
できなかった点について意見を聞きました。また、持株会社の取締役会として今後どのようなテーマについて重点的に議論・モニタリングしていくの
かについても意見を聞きました。その結果、取締役会は求められている役割を果たしていることが確認されましたが、今後より適切にその役割を果
たすため、５月１４日に開催した取締役会において、議長の発案により、持株会社の取締役会として議論・モニタリングすべきとして各取締役から
提案されたテーマについては、今期に予定している中期経営計画の策定の中でさらに議論を継続することを取り決めました。特にカーボン・ニュー
トラルへの対応については、多くの取締役から喫緊の課題であるとの意見が出されましたので、すでに世界各国のグループ各社からメンバーが参
加したワーキング・グループを立ち上げて、検討を始めています。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】

当社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針を定めて、当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス原則」の第17条
に規定しておりますのでご参照下さい。

（https://www.nipponsanso-hd.co.jp/Portals/0/images/company/governance/principles_jp.pdf)

【補充原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を「日本酸素ホールディングスグループＩＲ方針（ＩＲ活動に関す
る対話と開示の基本原則）」に定めて、当社ホームページにて公表しておりますのでご参照下さい。

（https://www.nipponsanso-hd.co.jp/ir/management/irpolicy.html）

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社三菱ケミカルホールディングス 218,996,766 50.59

大陽日酸取引先持株会 17,617,221 4.07

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 14,946,900 3.45

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 13,294,800 3.07

明治安田生命保険相互会社 10,007,471 2.31

株式会社みずほ銀行 8,182,847 1.89

農林中央金庫 7,000,840 1.62

日本酸素ホールディングス持株会 3,282,784 0.76

STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED-PENSION FUNDS 3,067,500 0.71

イビデン株式会社 3,004,844 0.69

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――



親会社の有無 株式会社三菱ケミカルホールディングス　（上場：東京）　（コード）　4188

補足説明

―――

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 化学

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 100社以上300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

当社は、支配株主と取引を行うに際しては、他の取引や市場価格を参考にして、合理的な契約条件や価格を定めることとしています。また、当社
は、支配株主と行う当社の通常の事業に含まれない取引のうち重要なものについては、取締役会の承認を受けることとしています。

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

当社は、親会社である株式会社三菱ケミカルホールディングスと平成26年5月13日付で基本合意書を締結しており、当該基本合意書において、株
式会社三菱ケミカルホールディングスは、同社の「グループ経営規程」の下、当社の自主性を尊重し、当社を全面的に支援及び協力することを規
定しております。また、当社の取締役は、親会社と親会社以外の株主の利益が相反する場面では、親会社以外の株主の利益が害されることのな
いように行動しております。当社は、独立社外取締役3名及び常勤の独立社外監査役2名を選任しており、これらの者が親会社と親会社以外の株
主の利益相反が生じないよう監督しています。さらに当社では、取締役会が取締役、監査役の候補者の指名、CEOその他執行役員の選任および
解任について諮問する、任意の指名・報酬諮問委員会を設けています。委員の構成は、社長,、取締役会議長および独立社外取締役3名の計5名
で、独立社外取締役が委員長に就任しています。これにより経営陣の選任について親会社からの独立性を担保しています。



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 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 その他の取締役

取締役の人数 9 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 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

山田昭雄 その他 ○

勝丸充啓 弁護士 ○

原美里 税理士 ○

※　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
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山田昭雄 ○ ―――

公正取引委員会において要職を歴任し、現在、
公益財団法人公正取引協会会長に就任してお
り、また上場企業での社外取締役の経験があ
ることから、社外取締役として適任であると判
断しております。また、その経歴より一般株主と
利益相反を生じるおそれがない者として、独立
役員に指定しております。

勝丸充啓 ○ ―――

法務省および検察庁において要職を歴任し、
現在、弁護士であることから、社外取締役とし
て適任であると判断しております。また、その経
歴より一般株主と利益相反を生じるおそれがな
い者として、独立役員に指定しております。



原美里 ○ ―――

不動産管理会社における長年の取締役として
の経験を有し、現在、税理士法人の代表や他
の上場会社の社外取締役としてご活躍されて
いることから、社外取締役として適任であると
判断しております。また、その経歴より一般株
主と利益相反を生じるおそれがない者として、
独立役員に指定しております。

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

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

5 0 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

5 0 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

取締役会は、指名・報酬諮問委員会に取締役・監査役候補の選定、社長(ＣＥＯ)・執行役員の選定及び解任、社長(CEO)後継者の選定ならびに取
締役報酬内規の改訂について諮問し、独立社外取締役から助言を得ることにより、意思決定の透明性と客観性を確保することに努めています。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は４名の常勤監査役のうち３名が社外監査役であります。監査役は取締役会および経営会議へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立
場から監視するとともに、公正な視点で意見の形成・表明を行っております。監査の実施にあたっては、会計監査人から監査計画、監査実施状況
の報告を受けるほか、内部監査を行う監査室から監査結果の報告を受けるなど、会計監査人および監査室とも連携して進めております。

さらに、監査役による監査の実効性を確保するため、専任のスタッフによる監査役職務の支援のための監査役会事務局を設置しております。

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

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

橋本明博 他の会社の出身者 △

長田雅宏 他の会社の出身者 △ △

小林一也 他の会社の出身者 △

※　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 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役



d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 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

i 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）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 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）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m 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 選任の理由

橋本明博 ○

橋本明博氏は、当社の借入先である株式
会社みずほ銀行の出身であります。当社
グループは2021年3月期末の実績として、
同行に対して286,685百万円の借入残高
があります。

金融機関における長年の経験を有し、財務お
よび会計に関する相当程度の知見を有してい
ることから、社外監査役として適任であると判
断しております。また、その経歴より一般株主と
利益相反が生じるおそれがない者として独立
役員に指定しております。

長田雅宏 　

長田雅宏氏は、当社の兄弟会社である三
菱ケミカル株式会社の出身であります。当
社グループは2021年3月期末の実績とし
て、三菱ケミカル株式会社との間に5,330
百万円の取引があります。

化学会社における経理および経営管理部門の
経験を有し、財務および会計に関する相当程
度の知見を有していることから、当社の社外監
査役として適任であると判断しております。

小林一也 ○

小林一也氏は、当社の借入先である株式
会社みずほ銀行の出身であります。当社
グループは2021年3月期末の実績として、
同行に対して286,685百万円の借入残高
があります。

金融機関における長年の経験を有し、財務お
よび会計に関する相当程度の知見を有してい
ることから、社外監査役として適任であると判
断しております。また、その経歴により一般株
主と利益相反を生じるおそれがない者として、
独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

―――

【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

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬は、役位別の固定報酬である「基本月例報酬」と、業績に連動して変動する「業績連動報酬」からなります。それらは概ね６：４の割
合で構成され、各人の支給額に反映しております。なお、子会社の役員を主たる職務としている取締役及び社外取締役には、固定報酬である「基
本月例報酬」のみを支給しております。業績連動報酬は、以下の計算式に基づき、決定しております。

業績連動報酬（変動）　＝　役位別基準額　×　業績連動報酬に係る評価に基づく係数

業績連動報酬に係る評価に基づく係数は、中期経営計画における経営上の目標の達成状況を判断し、会社業績との連動性を高め、かつ客観性
および透明性を高めるために、以下の数値を適用しております。

中期経営計画を目標とした各年度予算達成度（連結売上収益額および連結コア営業利益率）

前期からの業績伸長度（連結売上収益額、連結コア営業利益額および親会社の所有者に帰属する当期利益額）

2021年3月期における取締役に対する業績連動報酬に係る指標の目標および実績は以下のとおりです。

中期経営計画を目標とした予算達成度

2021年3月期年度目標と実績

連結売上収益額　目標：830,000百万円　実績：818,238百万円

連結コア営業利益率　目標：9.9％　実績：10.7％



前期業績からの業績伸長度

2020年3月期年度実績　　　　 　　

連結売上収益額：850,239百万円

連結コア営業利益額：90,337百万円

親会社の所有者に

帰属する当期利益額：53,340百万円

2021年3月期年度実績

連結売上収益額：818,238百万円

連結コア営業利益額：87,251百万円

親会社の所有者に

帰属する当期利益額：55,214百万円

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

全取締役の総額を開示しております。

取締役10名の総額287百万円(うち社外取締役2名：24百万円)　　　

報酬等の種類別の総額：基本報酬193百万円(うち社外取締役2名：24百万円)　業績連動報酬：94百万円

※2020年4月1日～2021年3月31日まで。退任取締役1名分を含む。

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

取締役および監査役の報酬等は株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員それぞれの報酬限度額を決定しております。

各取締役の報酬は、上記[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」の補足説明に記載の方針に基づき決定
されます。取締役会はこの方針を反映した取締役報酬内規を定めています。子会社の役員を主たる職務としている取締役及び社外取締役には、
固定報酬である「基本月例報酬」のみを支給しております。取締役の報酬は、原則として年俸制とし、毎月の支払いは年俸を12等分した額としてお
ります。

各取締役の具体的な報酬額は、取締役会の一任を受けた代表取締役が取締役報酬内規に基づき決定しております。取締役報酬は、当該内規に
基づき取締役の役位と業績から一義的に計算される内容となっており、代表取締役の計算結果は、検証することが可能なものとしております。

なお、当社は、代表取締役社長、取締役会議長および社外取締役3名の計5名(委員長は社外取締役)で構成される指名・報酬諮問委員会を設置
しています。同委員会は、取締役会の諮問を受けて、取締役の報酬について継続的に議論しています。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外監査役については、監査役会事務局に専任のスタッフを配置し、職務全般についてサポートする体制を整備しております。社外取締役に対し
ては、取締役会の議題について事前に資料を渡すとともに担当者が説明を行っております。また、社外取締役と監査役会は定期的に会合を持ち、
当社グループの事業、内部統制およびコーポレートガバナンスに関する事項等について情報交換と認識の共有を図っています。

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）

取締役会は、的確な経営判断を可能とするため、取締役９名で構成されており、うち３名は社外取締役であります。定款で取締役の員数は15名以
内と定めています。取締役会は毎月１回定期に開催され、重要事項が全て付議されるとともに、業務執行状況についても報告されております。

取締役会には、任意の諮問委員会である「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。「指名・報酬諮問委員会」の委員は、委員長を山田昭雄（社
外取締役）、委員を濱田敏彦(代表取締役社長 ＣＥＯ)、市原裕史郎（取締役会議長）、勝丸充啓（社外取締役）、原美里(社外取締役)がそれぞれ務

めています。取締役会は、「指名・報酬諮問委員会」に取締役・監査役候補の選定、執行役員の選任及び解任、代表取締役社長 ＣＥＯの後継者

の選定並びに取締役報酬内規の改訂について諮問し、独立社外取締役から助言を得ることにより、意思決定の透明性と客観性を確保することに
努めています。

当社と各社外取締役は、当社定款及び会社法第427条第１項の規程に基づき、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。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法425条第１項に定める額としております。



また、取締役会のほか、CEO及び執行役員等で構成する経営会議を設置し、意思決定の迅速化を図っております。なお、各事業年度における経
営責任をより一層明確にするため、取締役の任期を１年と定めております。

監査役は４名の常勤監査役のうち３名が社外監査役であります。監査役は取締役会及び経営会議へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立場
から監査するとともに、公正な視点で意見の形成・表明を行っております。監査の実施にあたっては、会計監査人から監査計画、監査実施状況の
報告を受けるほか、内部監査を行う監査室から監査結果の報告を受けるなど、会計監査人及び監査室とも連携して進めております。

さらに、監査役による監査の実効性を確保するため、専任のスタッフによる監査役職務の支援のための監査役会事務局を設置しております。

なお、社外取締役の３名と社外監査役のうち２名は、独立役員であります。

当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。

以上のほか、当社は日本酸素ホールディングスグループ行動規範を制定し、当社グループ全体の遵法精神と企業倫理の向上を図っております。

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、上記２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項に記載の体制が、当社グループの事業特性および規模を考慮した

最適なコーポレート・ガバナンス体制であると考えております。

社外取締役は３名であり、監査役４名のうち３名が社外監査役であります。また、社外取締役の３名と社外監査役のうち２名は東京証券取引所の
定める要件を満たした独立役員であることから、経営監視機能の客観性および公正性は確保されるものと考えております。



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 法定期日前より出来る限り早く発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日を回避し、早期に開催しております。

電磁的方法による議決権の行使
議決権行使手段の利便性を高めるため、電磁的方法による議決権の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ホームを利用しておりま
す。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知の英訳版を作成しています。

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

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

定期的説明会は、本決算発表後および第２四半期決算発表後の年２回、代

表取締役社長 CEOが説明者となり、証券会社、機関投資家に所属する証券ア

ナリ

ストを対象に開催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

１．決算短信

２．株主総会招集通知・決議通知

３．統合報告書

４．有価証券報告書

５．電子公告

その他

IRに関する部署（担当者）の設置 財務・経理室 IR部

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

当社グループの行動規範において、取引先、株主・投資家、従業員、地域社会との関係に
おい

て遵守すべき事項を規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 統合報告書を毎年作成し、ホームページで公開しております。



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

内部統制システムの概要

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体制(「内部統制システム」)について、取締役会で以下のとおり決議
しております。

なお、2020年10月1日付の取締役会にてその内容を一部改定しておりますが、同日付で持株会社体制に移行したことに伴い、関連会議・委員会の
名称および構成を変更した点（「グローバルリスクマネジメント会議」および「グローバル戦略検討会議」の設置）が、主な改正内容であります。

①当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社の取締役は、当社グループにおけるコンプライアンスの基本方針を決定するとともに、その実効性を確保するための組織および規程を整備す
るものとする。当社にチーフコンプライアンスオフィサー（以下「CCO」という。）を、海外各地域に地域コンプライアンスオフィサー（以下「RCCO」とい
う。）を置き、国内外各地域のコンプライアンスリスクに応じた教育を実施するとともに、コンプライアンス違反発生時の対応についてのルールを明
確化し、これを当社グループ各社に周知する。CCOおよびRCCOは、コンプライアンス推進活動に関する指揮・監督権限を有し、当社グループのコ
ンプライアンス推進活動の充実と浸透に努めるものとする。

国内外に内部通報制度を整備し、当社グループ内におけるコンプライアンス違反およびその可能性を発見した場合に、不利益を受けることなく通
報できる体制を確保するものとする。財務報告の信頼性を確保するため、内部統制報告制度を整備し、その有効かつ効率的な運用・評価を行うも
のとする。

上記組織・機関・制度の運用状況は、当社の監査部門が内部監査を実施するものとする。

②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事項

取締役の職務の執行に係る情報につき、当社グループとしての情報管理基本方針に基づく情報セキュリティ管理規程その他関連規程類に基づ
き、適切に保存および管理を行う。

上記の保存および管理は、当該情報を取締役・監査役が閲覧可能な状態を維持するものとする。

上記組織・機関の運用状況は、当社の監査部門が内部監査を実施するものとする。

③当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の取締役は、当社グループにおけるリスク管理の基本方針を決定するとともに、その実効性を確保するための組織および規程を整備するも
のとする。リスク管理は当該分野の所管部門が行うほか、グローバルリスクマネジメント会議を設置し、当社グループ全体の重要リスクを選定のう
え、対応策を策定するものとする。

上記組織・機関の運用状況は、当社の監査部門が内部監査を実施するものとする。

④当社グループの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

取締役の職務の効率性を確保するため、取締役会において合理的な職務分掌および適切な執行役員の任命を行うものとする。グローバル戦略
検討会議において、当社グループの経営戦略の策定および進捗管理を行うものとする。グループ中期経営計画を策定し、当該計画の達成のた
め、定量的・定性的目標を設定し、四半期毎にモニタリングを通じて業績管理を行うものとする。

⑤当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

上記方針およびグループ経営規程その他の関連規則に基づき、当社グループの経営管理を行うとともに、コンプライアンス推進、リスク管理その
他の内部統制システムを構成する制度は、当社グループ全体を対象とするものとし、当社は持株会社として、当社グループ各社の自主性を尊重
しつつ、内部統制システムの整備・運用を支援し、状況に応じてその管理を行うものとする。当社の監査部門は、当社グループ各社の内部監査部
門と連携し、当社グループ各社の監査を通じて、当社グループの内部統制システムの整備状況を把握・評価するものとする。

⑥監査役がその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体制

監査役の職務を補助する組織として、取締役の指揮命令から独立した監査役会事務局を設置し、専属の使用人を配置するものとする。

⑦前号の使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

前号の監査役会事務局使用人は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合は、取締役の指揮命令は受けないものとする。当該使用人の
考課は監査役が実施し、その異動・懲戒等については、監査役の事前同意を得るものとする。

⑧当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関す
る体制

監査役と取締役は定期的に会合を開催し、情報の共有に努めるとともに、取締役および使用人は、法定の事項

に加え、下記ⅰ～ⅴの事項を遅滞なく監査役に報告するものとする。当社の取締役および使用人ならびに当社グループ各社の取締役、監査役お
よび使用人は、ⅳまたはⅴに該当する事項について当社の主管部署に報告するほか、監査役もしくは監査役会に対しても直接報告することがで
きるものとする。本号に定める監査役に報告をした者が、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱を受けることを禁止するものとする。

ⅰ．当社または当社グループ各社の経営に影響を及ぼす重要事項に関して取締役が決定した内容

ⅱ．担当部署が行う当社または当社グループ各社の内部監査の結果

ⅲ．内部通報のうち、当社または当社グループ各社の経営に重大な影響を及ぼす事項

ⅳ．コンプライアンスに違反する事項のうち、当社または当社グループ各社の経営に重大な影響を及ぼす事項

ⅴ．品質不良、製品欠陥に関する事項のうち、当社または当社グループ各社の経営に重大な影響を及ぼす事項

⑨監査役の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

監査役が、その職務の執行について費用の前払いもしくは償還の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執
行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。

⑩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

監査役会は、内部監査部門と連携するとともに、会計監査人を監督し、会計監査人の取締役からの独立性を確

保するため、会計監査人の監査計画について事前に報告を受領し、定期的に監査結果の報告を受けるなど密接に連絡関係を維持するものとす
る。



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

反社会的勢力排除に向けた基本方針

当社グループの「行動規範」に「反社会的勢力との関係断絶」の項目を設けて、「反社会的勢力には毅然として対応し、

一切関係を持たない。また、反社会的勢力などから不当な要求を受けた場合、毅然とした態度で接し、金銭を渡すなどに

よる解決を図ったりしない。」旨を定め、役員および社員に徹底を図っております。



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

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

１．適時開示に係る当社の基本姿勢

当社は、当社グループ構成員の行動指針である「日本酸素ホールディングスグループ行動規範」において、企業活動における説明責任の重要性
を自覚し、企業活動の透明性を保つとともに、内外のステークホルダーに常に開かれた姿勢を堅持し、適切な情報開示に努めること、および情報
開示に対する意見・批判を真摯に受け止め、誠実なコミュニケーションを行うとともに、それを企業活動に活かすことを定めています。

当社は「日本酸素ホールディングスグループIR方針（IR活動に関する対話と開示の基本原則）」を定めてホームページにて公開しております。

(https://www.nipponsanso-hd.co.jp/ir/management/irpolicy.html)

２．適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

適時開示に関し、情報取扱責任者は財務・経理室長、公開担当部署は財務・経理室IR部および財務・経理室経理部となります。

（１）決定事実の開示

取締役会で決議された決定事実のうち、チーフコンプライアンスオフィサー（"CCO"）が適時開示事項に該当すると判断したものは、財務・経理室
IR部または財務・経理室経理部を通じて適時開示を実施します。

（２）発生事実の開示

重要事実に該当する可能性がある事実が発生した場合、当該事実の発生を認識した業務執行部門は、CCOに報告するとともに、必要に応じて代
表取締役・取締役会・経営会議に報告します。CCOが適時開示事項に該当すると判断したものは、財務・経理室IR部または財務・経理室経理部を
通じて適時開示を実施します。

（３）決算情報の開示

決算情報については、取締役会での決議後、CCOの指示のもと財務・経理室IR部および財務・経理室経理部を通じて適時開示を実施します。
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