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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

　当社グループにおいては、コーポレート・ガバナンス・コードの原則に基づき、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定め、企業価値の最
大化を図るにあたり、各ステークホルダーとの関係強化及び経営統治・内部統制機能の充実を図ることが、コーポレート・ガバナンスに対する取り
組みの基本的な考え方であり、経営上の最重要項目と位置付けております。意思決定の迅速化・活性化、業務執行に対する監督機能の強化、取
締役に対する経営監視機能の強化を図り、かつ内部統制システムを整備することで、会社の透明性、公正性を確保し、各ステークホルダーヘ適正
かつタイムリーな情報開示に努めてまいります。

　当社は、結婚情報サービス事業を行っており、社会からの信頼を基盤として企業価値が成り立っていると考えております。コーポレート・ガバナン
スは、当社グループがこうした社会からの信頼を維持していくために必要不可欠なものと認識しております。

　各ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくためには、経営における「執行と監督の分離」が最も効果的であると考えて
おります。そこで、当社グループ経営陣の監督機関としての取締役会及び監査役会に加え、業務執行に関する重要事項の決定、重要経営事項の
事前審議、情報の伝達及び共通理解、リスクに関する検討等を目的とした経営会議を設置しております。また、リスクに対して組織的かつ適切な
対策を講じるため、リスク管理とコンプライアンスを一体で推進するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、組織体制の整備だけでなく、コーポ
レート・ガバナンスの強化を図ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則について、全て実施いたします。

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（％）

佐藤　茂 3,143,000 30.12

井筒　象二郎 623,100 5.97

松井証券株式会社 456,500 4.37

小林　正樹 441,000 4.22

中村　聡士 412,500 3.95

紀伊　保宏 401,000 3.84

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 355,800 3.41

高梨　雄一朗 320,600 3.07

パートナーエージェント従業員持株会 316,600 3.03

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 279,300 2.67

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．大株主の状況につきましては、2019年３月31日現在の株主名簿上の記載に基づいております。

２．持分比率は、自己株式129株を控除して計算しております。なお、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」の信託財産として、

　　資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する株主名簿上の当社株式279,300株については、自己株式には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ



決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500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．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　該当事項はございません。



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 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 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 2 名

社外取締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

小村　富士夫 他の会社の出身者

渡瀬　ひろみ 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

小村　富士夫 ○ ―――

　企業経営における豊かな経験と高い見識に
基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当
社の企業活動に助言いただくため、社外取締
役に選任しております。

　また、当社と小村富士夫氏との間に特別な利
害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる
おそれはないと考え、独立役員に指定しており
ます。



渡瀬　ひろみ ○ ―――

　企業経営における豊かな経験と高い見識に
基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当
社の企業活動に助言いただくため、社外取締
役に選任しております。

　また、当社と渡瀬ひろみ氏との間に特別な利
害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる
おそれはないと考え、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

なし

【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 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　内部監査部門は、監査役会及び会計監査人と相互に連携を取りながら、監査業務を行っております。

　内部監査計画を立案する際、監査役監査の計画との重複を避けるため、実地調査を行う部門や監査内容等について相互調整を行っておりま
す。また、毎月１回、情報共有及び意見交換等を行うことにより、経営に対する監査を強化しております。会計監査人とは、会計監査に際しての内
部統制報告制度に準じた監査の効率化のため、必要に応じて監査資料の提出や意見交換などの情報共有を行っており、会計監査人の四半期レ
ビュー終了後、必要に応じて、三者でミーティングを行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 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

加藤　秀俊 他の会社の出身者

藤戸　久寿 弁護士

※　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



加藤　秀俊 ○ ―――

　金融、会計、経営に関する幅広い知識から、
適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な
監査を実行いただくため、社外監査役に選任し
ております。

　また、当社と加藤秀俊氏との間に特別な利害
関係はなく、一般株主との利益相反が生じるお
それはないと考え、独立役員に指定しておりま
す。

藤戸　久寿 ○ ―――

　法律の専門家としての豊かな経験、高い見識
と、コンプライアンス違反や反社会勢力対応に
関連する事案等の豊富な取扱い実績を有し、
これに基づき、適宜質問、提言、助言を述べ、
適切かつ適正な監査を実行いただくため、社外
監査役に選任しております。

　また、当社と藤戸久寿氏との間に特別な利害
関係はなく、一般株主との利益相反が生じるお
それはないと考え、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 4 名

その他独立役員に関する事項

　当社は独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【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

　取締役へのインセンティブ付与に関しまして、長期的な企業価値向上と更なる業績向上への意欲や士気を高めることを目的にストックオプション
制度の導入をしております。

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

　取締役および従業員に対するインセンティブ付与に関しまして、長期的な企業価値向上と更なる業績向上への意欲や士気を高めることを目的に
ストックオプション制度の導入をしております。

【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

　報酬総額が１億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ役員区分ごと
の総額にて開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　役員報酬等は、各役員の職務の内容および成果を参考に、株主総会で承認された範囲内において、取締役会または監査役会の中で個別に相
当と思われる額を決定することとしております。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役および社外監査役のサポートについては、コーポレート本部総務法務部が担当しております。取締役会開催の連絡や、事前に資料
配布等を行っております。

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・役員体制

　当社の取締役会は、取締役９名（うち社外取締役は２名）で構成され、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役は、よ
り広い視野に基づいた経営に関する意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。取締役会は、毎月１回の定例取
締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な意思決定及び業務執行の監督が可能となる体制をとっております。

ｂ　経営会議

　当社は、取締役会による経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」による「管理監督機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務
遂行ができる体制を構築しております。経営会議は、常勤取締役、常勤監査役によって構成され、原則として毎週１回開催し、業務執行に関する
諸計画、その他経営に関する重要事項に関する立案、調査、検討及び実施結果の把握を行い、協議・決定しております。

ｃ　監査役会

　当社は、会社法に基づき監査役会を設置しております。監査役３名（うち社外監査役２名）は、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視し、取締
役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行うとともに、定期的に社外取締役との情報共有・交換を実施しております。

監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使を通じた実効性のあるモニタリ
ングに取り組んでおります。

ｄ　内部監査室

　代表取締役社長の直属の組織として、内部監査室を設置しております。内部監査計画に基づき、監査を実施し、その結果は社長に報告され、指
摘事項の改善状況の確認等を行っております。

ｅ　リスク・コンプライアンス委員会

　リスク管理とコンプライアンスを一体で推進するために、社内において代表取締役社長を委員長とする独立したリスク・コンプライアンス委員会を
設置しております。

ｆ　会計監査人

　当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人の監査を受けております。なお、同監査法人及び同監査法人の業務執行役
員と当社との間には、特別な利害関係はありません。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、社外の視点を入れた監査・監督体制が経営監視機能として有効であると判断し、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有する社
外取締役２名を含む取締役９名で構成される取締役会と、専門的な知見を有する社外監査役２名を含む監査役３名で構成される監査役会による
監査を実施する監査役会設置会社制度を採用することで、有効なガバナンス体制を整備しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
　株主総会の開催日の設定につきましては、集中日を避け、できるだけ多くの株主の方々
にご出席いただけるよう、日程調整に努めております。

電磁的方法による議決権の行使
　当社は2016年に開催した第12期定時株主総会より電磁的方法による議決権行使を採
用しております。

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

　今後検討すべき事項であると考えております。

招集通知（要約）の英文での提供 　今後検討すべき事項であると考えております。

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

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 　当社IRサイトに掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
　当社では、個人投資家の皆様向けに、投資に関する説明会を定期的に開催
する予定です。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　第２四半期及び第４四半期（本決算）説明会を開催しております。また、機関
投資家に対しては、毎四半期の業績開示後に個別ミーティングを実施するほ
か、適宜スモールミーティング等を実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
　当社IRサイトに決算短信、決算短信補足資料、決算説明会資料、有価証券
報告書、四半期報告書、その他説明会資料、動画等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　コーポレート本部内にIR広報部IR課を設置し、IR専任者を設けております。

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

　企業倫理規程を制定し、「倫理原則」、「人権の尊重」、「自然環境への配慮」「公正な取
引」等の規定を設けて、ステークホルダーに対してどのような企業行動を取っていくのか、
また、法令や社内規則の遵守はもちろんのこと、より高い倫理観をもって業務に取り組むた
めの行動基準を定めています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
　屋内農園型障がい者雇用支援サービスを利用し「横浜ファーム」を開設しております。当
該農園では各種ハーブの栽培を行い、オリジナルのハーブティーとしてお客様に提供して
おります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を策定し、財務情報・非財務情報について、
法令に基づく開示以外の有用な情報提供にも主体的に取り組む方針を定めています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.内部統制システムに関する基本的な考え方と概要

　当社の内部統制システムにおきましては、経営の有効性及び効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、諸法規等の遵守のため、職務分掌及
び内部牽制の考え方を基礎に、業務特性やリスクに応じた各種の統制を導入しております。

また、これらの内容を取締役会にて、「内部統制システムに関する基本方針」として定めた上で、これに基づき、諸規程を定め、適正に運用を行っ
ております。

　さらに、内部監査室主導で内部監査を実施し、所定の内部統制が有効に機能しているかを定期的に検証するとともに、絶えずその改善・強化に
努めております。

諸法規等の遵守に関しては、内部監査室が動向を把握し、また顧問弁護士等の外部専門家との適切なコミュニケーションにより、徹底に努めてお
ります。

2. 取締役及び従業員の職務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 取締役及び従業員は、企業倫理規程に基づいて、高い倫理感と良心をもって職務遂行にあたり、法令、定款及び社内諸規程を遵守するととも

　　に、社会規範に沿った責任ある行動をとるものとしております。

② コンプライアンス体制の構築・維持については、代表取締役社長の命を受けた内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、取締役及び従業

　　員の職務の執行に関する状況把握、監視、対応を定期的に行い、代表取締役社長に報告するものとしております。なお、法令遵守に関する社

　　内教育・研修は総務課と連携して行い、定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、取締役及び従業員に対し、コンプライアンスに関する　

　　研修を行うことにより、コンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンス意識を醸成しております。

③ 内部通報規程に基づき、法令違反、社内諸規程上疑義のある行為等についてその情報を直接提供することができる内部通報窓口を設置し、

　　社内周知の上、運用しております。また、通報内容については、速やかに調査を行い、コンプライアンス是正のための措置を講じるものとしま

　　す。

3.取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、職務執行に係る情報を適切に文書又
は電磁的情報により記録し、文書管理規程に定められた期間保存・管理をするものとします。なお、取締役及び監査役は、これらの文書等を常時
閲覧できるものとし、担当役員はその要請に速やかに対応するものとしております。

4.リスク管理体制

　リスク管理体制につきましては、リスク管理とコンプライアンスが表裏一体の関係であることに鑑み、リスク管理とコンプライアンスを一体で推進
するために、社内において独立したリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。さらに、「リスク管理規程」を制定し、リスク情報を早期に把
握・共有することでリスクの顕在化を未然に防止する体制の構築に努めております。

　また、法律事務所、会計事務所及び社会保険労務士法人等の法務・会計・労務の専門家並びに社外の研究者等外部の専門家との相談や意見
交換を通じて、事業に係るリスクをはじめとする諸情報を得て、最善と考えられる経営判断を行うよう努めております。

5.当社並びにその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の体制

　当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を制定するとともに、統括的に管理を行う取締役を任命し、職務の執行にか
かわる重要な事項の報告を義務付ける等、厳正な指導、監督を行っており、また、子会社から毎月の業況を当社取締役会に報告させ、計画の進
捗管理を行うとともに、リスク管理規程に基づき子会社の損失のリスク管理を行っております。

　また、当社監査役ならびに内部監査室は、子会社の重要な業務運営について、法令及び定款に適合しているか、監査を実施し、その結果を当
社取締役会に報告することとなっております。

　なお、子会社の人事、総務、経理などの管理業務については、当社の管理部の各部署がこれらを横断的に推進し、管理しております。

6.内部監査及び監査役監査の体制

　内部監査については、代表取締役社長直属の組織として内部監査室（１名）を置き、内部監査規程に基づいて、また監査役会や監査法人と連携
を取りながら、業務の運営が効率的、合理的に行われているかを検証、評価し、改善すべき点については改善指示を出し、その後改善の様子を
モニタリングすることにより、当社の業績の改善、経営の効率化に資することを目的として、内部監査を実施しております。内部監査は、各部署に
対して年１回以上行えるように監査計画を策定し、監査結果については、代表取締役社長と被監査部門に報告するとともに、業務改善に向けた助
言・勧告を行っており、内部統制が有効に機能するように努めております。

　当社の監査役会は、監査役３名（うち２名は社外監査役）により構成され（うち１名は常勤監査役）、原則として月１回開催され、監査役間での情
報共有を図っております。また、社外取締役は、任意で監査役会に出席することができ、情報収集、情報交換ができるようにしております。

　監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、重要書類の閲覧による実地調査、また取締役及
び従業員からのヒアリング等を通じて実施しております。また、監査役監査は、内部監査と同質化しない程度において内部監査室と協力して共同
監査を行うほか、年間監査計画とその実施状況を相互に共有するとともに、重要な会議に出席することによって、監査活動に関する定期的な情報
交換を行っております。

　また、当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役職員が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないものとしております。

さらに、当社グループの監査役の職務の執行に協力し、監査の実効性を担保するための費用について予算に計上し、監査役が費用の前払い又
は事後の支払い等の請求をした時は、速やかに当該費用又は債務の処理をしなければならないものとしております。

　会計監査との関係については、監査役と会計監査人との間で、定期的に会合が開催されており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して
意見交換等が行われております。また、期末及び四半期ごとに実施される監査講評については、監査役及び内部監査室が同席することで情報共
有を図っております。

7.財務報告の信頼性を確保するための体制

　　「内部統制システムに関する基本方針」を定めるとともに、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の整備、維持、向上を図っておりま
す。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社グループは、「反社会的勢力対策規程」を定め、断固として反社会的勢力との関係を遮断し、企業の社会的責任を果たすことを基本方針と
しております。

　反社会的勢力からの経営活動の妨害や被害、誹謗中傷等の攻撃を受けた際の対応を総務課で一括管理する体制を整備し、警察等関連機関と
連携し、組織全体で毅然とした対応をいたします。



　また、前述の「反社会的勢力対策規程」を当社グループの役職員へ周知・徹底し、反社会的勢力との関係排除に向けた企業倫理の浸透に取り
組んでおります。



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

適時開示体制の整備に向けた取組み

　当社では、ディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置づけております。

　当社においては、東京証券取引所及び金融商品取引法の定める基準に従って速やかに開示することを基本方針としており、社内体制としまして
は、情報取扱責任者を経営企画管理本部長、IR担当組織は経営企画管理本部管理部IR課であり、迅速にディスクローズできる体制を構築してお
ります。



別表（適時開示フロー図）

①発生事実に関する情報

　　　　　機動的な体制となっております。

　　　　　ただし、この場合においても、取締役会へ事後報告することを規定しております。

②決定事実・決算に関する情報

（注）１．緊急を要する場合には、情報取扱責任者が代表取締役社長の了承を得ることにより、開示の決定をする

発生事実に関する情報

報告

情報発生部門責任者

情報取扱責任者

報告

ＩＲ課

開示資料作成指示

開示資料確認依頼

取締役会

報告（開示資料提出）

情報取扱責任者

情報開示指

ＩＲ課
情報開示指示

情報開示（証券取引所・HP等）

【情報伝達のフ 【開示書類のフ

取締役会決議事項及び決算に関する情報 IR課・経理財務課開示資料作成

情報取扱責任者

取締役会

報告（開示資料提出）

【情報伝達のフ 【開示書類のフロー】

開示資料確認依頼

情報取扱責任者

情報開示指

ＩＲ課
情報開示指示

情報開示（証券取引所・HP等）


