
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、経営の透明性や公正さを確保・徹底するため、経営組織に必要とされる施策を実施してまいりました。コーポレートガバナンスの充実は
経営上の最も重要な問題と捉えておりますが、当面は、当社の企業規模、業態等に照らして委員会設置会社には移行せず、現行の監査役制度
の中でコーポレートガバナンスの充実を図っていくことが妥当なものと考えております。
また、当社は、コンプライアンスについてはコーポレートガバナンスを支える根幹の問題として捉えております。当社は、社会の一員としての企業
の社会的責任を真摯に受け止め、法令および社内規定の遵守のみならず社会的規範、道徳を尊重した透明かつ公正な企業活動を推進してまい
ります。

２．資本構成

【大株主の状況】

補足説明

―――

３．企業属性

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

―――

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE JAPAN CARLIT CO.,LTD

最終更新日：2013年6月27日

日本カーリット株式会社
代表取締役会長兼社長 出口 和男

問合せ先：取締役兼常務執行役員 廣橋 賢一
証券コード：4271

http://www.carlit.co.jp

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。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）
みずほ信託退職給付信託 丸紅口 再信託受託者 資産管理サービス信託 1,997,000 9.69

日油株式会社 915,000 4.44

みずほ信託退職給付信託 みずほコーポレート銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託 913,600 4.43

明治安田生命保険相互会社 700,000 3.39

長瀬産業株式会社 700,000 3.39

三菱商事株式会社 540,000 2.62

株式会社りそな銀行 460,000 2.23

株式会社損害保険ジャパン 424,000 2.05

株式会社群馬銀行 405,000 1.96

関東電化工業株式会社 400,000 1.94

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

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

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



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

【取締役関係】

会社との関係(1)

※１ 会社との関係についての選択項目

会社との関係(2)

【監査役関係】

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役３名により構成されており、意見交換、監査に関する重要事項などの協議を行っております。
当社は会計監査人に新日本有限責任監査法人を選任し、会計処理および決算について監査を受け適正な会計処理かつ経営の透明性の確保に
努めております。
監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立会うとともに、監査結果について会計監査人から報告を受ける他、意見交

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 5 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

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
和久井 幸男 他の会社の出身者 ○ ○

a 親会社出身である
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

氏名 独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外取締役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

和久井 幸男 ○ 独立役員に指定しております。

和久井幸男氏は経営者としての豊富な経験と
幅広い知見を有していることから、当社の経営
を監督いただき、、経営全般への助言を期待す
るとともに、コーポレート・ガバナンス強化に寄
与していただくため、社外取締役として選任し
ております。また、当社主要株主、主要取引先
の出身者等ではないことから、一般株主との間
に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員とし
て適任であると判断しております。

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 4 名

監査役の人数 4 名



換会を開催し、緊密な連携を図っております。 
また、当社は内部統制に関する業務を統括する内部監査室を設置しております。
内部監査室（２名）は内部統制システムの運用状況について定期的に内部統制監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘を行ない、業務
改善の指示を発します。
監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の計画・結果等について報告を求めるとともに、内部監査室の監査に立会う等法令遵守の視
点に立った提言を行っております。 

会社との関係(1)

※１ 会社との関係についての選択項目

会社との関係(2)

【独立役員関係】

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

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
古屋直樹 他の会社の出身者 ○

安達義二郎 他の会社の出身者 ○ ○

a 親会社出身である
b その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ものである
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

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

古屋直樹 ○ 独立役員に指定しております。

古屋直樹氏は、これまでの金融機関勤務並び
に経営者として培ってきた豊富な経験、幅広い
知見を有していることから、客観的な視点から
独立性をもって経営の監視を遂行するのに適
任であり、取締役会の透明性向上及び監督
機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役
として選任しております。同氏は平成17年3月
まで株式会社みずほ銀行の審査第二部長とし
て勤務しておりました。平成20年3月まで当社と
取引のあるみずほ信託銀行株式会社の常務
取締役、平成21年5月まで、みずほ総合研究
所株式会社常勤監査役、平成21年6月から芙
蓉総合リース株式会社常務取締役兼常務執
行役員、平成23年6月まで同社顧問として勤
務、平成23年6月より当社常勤監査役に就任い
たしました。みずほ信託銀行株式会社と当社
の関係については、当社は複数の金融機関と
取引をしており、みずほ信託銀行株式会社に
対する借入依存度は突出しておらず、みずほ
信託銀行株式会社の当社に対する影響度は
希薄であると判断しております。以上のことか
ら一般株主と利益相反が生じるおそれのない
独立役員として中立・公正な立場を保持できる
ものと判断しております。

安達義二郎 ○ 独立役員に指定しております。

安達義二郎氏は、これまでの金融機関勤務並
びに経営者として培ったきた豊富な経験、幅広
い知見を有していることから、客観的な視点か
ら独立性を持って経営の監視を遂行するのに
適任であり、取締役会の透明性向上及び監督
機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役
として選任しております。同氏は平成24年4月
まで当社と取引のあるみずほ信託銀行株式
会社の常務執行役員として勤務し、現在みず
ほ信不動産販売株式会社の代表取締役副社
長を務めております。なお、平成24年6月より当
社監査役に就任しております。また、みずほ
信託銀行株式会社と当社の関係については、
当社は複数の金融機関と取引をしており、みず
ほ信託銀行株式会社に対する借入依存度は
突出しておらず、同行の当社に対する影響度
は希薄と判断しております。以上のことから一
般株主と利益相反が生じるおそれのない独立
役員として中立・公正な立場を保持していると
判断しております。



その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

該当項目に関する補足説明

当社の企業規模、経営環境等に照らして、現状妥当なものと思われます。

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

該当項目に関する補足説明

当社の取締役に対する前事業年度の報酬等は総額で197百万円、監査役に対する報酬は総額で36百万円であります。
（役員報酬等の内容）
取締役 9名 197百万円（うち社外取締役 1名 4百万円）
監査役 5名 36百万円（うち社外監査役 3名 23百万円）
※上記には、平成24年6月28日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名および監査役1名を含んでおります。
※上記には、月額報酬の他、下記の平成25年6月27日開催の第116回定時株主総会において付議致します取締役賞与及び当該年度における役
員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。

（取締役賞与）
取締役 4名 23百万円

(退職慰労引当金繰入額）
取締役 8名 27百万円
監査役 4名 1百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役並びに監査役に対して支払う報酬は、職務執行の対価としての報酬と当該年度の実績に応じた賞与によって構成されておりま
す。報酬については、固定的月額報酬とし、株主総会で決議された限度額（総額）の範囲内で、取締役並びに監査役の業績貢献度に考慮し、定
時株主総会後の取締役会及び監査役の協議をもって支給されます。賞与については、当該年度の実績を基に、取締役会で予め了承された算出
の範囲内で、定時株主総会に付議することを決定し、定時株主総会の決議をいただいた後の取締役会の承認もって支給しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

（1）社外取締役
取締役会の事務局である総務部が社外取締役の補佐を行ってまいります。

（2）社外監査役
社外監査役である常勤監査役1名は、重要な業務執行事項のほか会社情報の適時開示について協議する経営会議（原則月2回の開催）に出席

するとともに、適宜各担当部より個別にヒアリングの機会を設け説明・報告を受けております。
また、監査役会がその職務を補助するために監査役専任補助者を求めた場合は、当該使用人を配置することとしております。 

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）

取締役会については、定時取締役会は毎月１回開催されるほか、案件によっては臨時取締役会を随時開催することとしています。取締役会では
取締役会規程に定められた付議基準により経営上の重要事項について審議・決定をしております。また、取締役会は業務執行を監督する機関と
して逐次、業務執行の状況について代表取締役から報告をうけており、その内容について検証しております。
また、経営の意志決定を迅速に行うため、全取締役（うち社外取締役1名）、全執行役員および常勤監査役１名（社外監査役）が出席する経営会議
(原則月２回の開催)を開催しており、重要な業務執行事項のほか会社情報の適時開示について協議・報告を行っております。
一方、監査役体制として、監査役は常勤監査役1名（社外監査役）、非常勤監査役3名（うち社外監査役1名）の4名体制であり公正な監査の実施
のほか、取締役会に出席して、必要に応じて意見を述べる等取締役の業務執行を監視しております。
このほか第三者機関である新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
当社の会計監査を担当しております公認会計士は、戸田仁志氏（平成19年3月期の監査より担当）、菅原隆志氏、大金陽和氏（両氏とも平成23年
3月期の監査より担当）の3名であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名、会計士補等3名、その他1名であります。 

独立役員の人数 3 名

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

実施していない

ストックオプションの付与対象者

（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

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無 あり



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

当社は取締役会の意思決定及び監督機能と職務執行機能とを分離し、急激な経営環境の変化に対応して職務を効率的に執行するため、取締役
の任期を１年とするとともに執行役員制度を導入しております。また、経営監視体制は、社外監査役（常勤監査役1名・非常勤監査役1名）を含む
４名の監査役により、取締役の業務執行を監視しており、経営監視機能は十分に整っていると認識しております。各監査役は法令、財務、コーポ
レートガバナンス等に関して、豊富な知識と経験を活かし、独立・公正な立場から経営全般について有益な提言を行っております。また、各監査役
は、取締役会等の重要な会議に出席するなど、当社の事業内容に精通し、経営監視の実効性を高めております。

従いまして、当社における現状のガバナンス体制は、取締役の業務執行に対する有効性・効率性等の検証機能を有しており、監督機能の独立
性も十分に確保されていると考えられることから、経営監視機能として有効であると判断しておりますが、更なるコーポレートガバナンスの強化を
図るため、平成24年より社外取締役1名を選任いたしました。



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

２．ＩＲに関する活動状況

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

その他 当社ホームページに招集通知を掲載しております。また第114回定時株主総会より、事業報告
等のビジュアル化を実施しております。

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

説明会を原則年2回開催しております。決算内容、業績予想、中期計画の進
捗状況などをご報告し、質疑応答の時間を設けております。 あり

IR資料のホームページ掲載

URL:http://www.carlit.co.jp/
株主、投資家情報として次の内容を掲載しております。
決算短信・有価証券報告書（四半期報告書）・事業報告書・決算説明会資料・
その他適時開示資料、人事異動資料。

IRに関する部署（担当者）の設置 当社経営戦略室が担当しております。

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

方針管理規程に定める各種方針等およびコンプライアンス憲章において各ステークホルダーの
尊重について定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

製品の開発から廃棄までの全ライフサイクルにわたる環境負荷を低減し、環境の保全に取り組
んでおります。また、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の認証を取得し、システ
ムを継続的に改善することにより環境の管理を万全なものとします。また当社の環境や地域に
対する取り組み等を記載した「環境・社会報告書」を年1回、発刊しております。

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

当社はディスクロージャーポリシーを定めており、株主、投資家の皆様に適時・正確かつ公平な
情報を提供するため、東京証券取引所の定める適時開示に関する規則に準拠した情報並びに
その他の重要な情報を迅速に公開する他、当社を理解して頂くために有効な情報につきまして
も積極的に開示し経営の透明性を高めております。



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

当社取締役会は「内部統制システムに関する基本方針」を下記のとおり決議し、運用しております。
１．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
（１）当社グループは取締役、使用人が遵守すべき規範として「日本カーリットグループコンプライアンス憲章」を制定し、企業活動のあらゆる場面
において法令・社内規程・そのほかの社会規範等を遵守すべきことを定めております。また、「コンプライアンスマニュアル」を制定し、各部門内に
任命されたコンプライアンス推進責任者は内部監査室と連携して「コンプライアンスマニュアル」に準拠した教育、啓発、マニュアルの運用状況の
評価・検証を行いながら各部門のコンプライアンス体制の継続的改善に努めております。
（２）取締役会は法令、定款、取締役会規程の定めにより毎月１回の定時取締役会のほか、必要あるときは臨時取締役会を開催し、経営に関する
重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督しております。
（３）監査役は監査を実施するほか、取締役会に出席して必要ある場合は意見を述べるなど取締役の職務執行を監視しております。また、常勤監
査役は取締役会のみならず経営会議等重要な会議に出席して取締役の職務執行をチェックしております。
（４）当社はコンプライアンス委員会においてコンプライアンスに関する組織体制、規程等に関する事項のほか、重大なコンプライアンス違反に関
する処分・再発防止策に関する事項を検討し、当社グループにおけるコンプライアンスの推進を図っております。
（５）当社は「内部通報に関する取扱規程」を定め、不正・違法行為等の早期発見・是正を図っております。
また、内部通報者の不利益取扱いは行わないように内部通報制度を運用しております。
（６）内部監査室は監査役と密接な連携を保ちながら内部統制システムの運用状況について定期的に内部統制監査を実施し、被監査部門に対す
る問題点の指摘を行い、業務改善の指示を発しております。
（７）当社は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員に期待される役割を果たすことが出来ると判断した社外取締役および社外監査
役を独立役員として指定しております。
２．財務報告の信頼性を確保するための体制
（１）当社は、財務報告の信頼性を確保するために内部統制システムを整備し、継続的に運用の状況の評価を行い業務の不断の改善に努めてお
ります。
（２）当社は、財務報告の基本方針を定めております。
３．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
（１）当社は法令、社内規程の定めにより取締役の職務執行に係る文書等の保存および管理を適切に行っております。
（２）当社は情報セキュリティーに関する基本方針及び規程類を整備し、パソコン、データ、ネットワーク等の各種情報インフラに対して内外からの
脅威が発生しないように適切な保護対策を実施しております。
４．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）当社は取締役の意思決定及び監督機能と職務執行機能とを分離し、急激な経営環境の変化に対応して職務を効率的に執行するため、取締
役の任期を１年とするとともに執行役員制度を導入しております。
（２）経営に関する重要な事項に関して審議するほか迅速な職務執行を行うために全取締役、全執行役員および常勤監査役が出席する経営会議
を原則毎月２回開催しております。
（３）当社は長期的な経営目標・基本姿勢等を経営方針とし、中期経営計画に基づいた中期経営方針を、また、当社の経営環境・経営状況を考慮
して単年度における年度経営方針および年度経営予算を経営会議の審議を経て取締役会で決定しております。
（４）年度経営方針を組織的に展開するため、本部方針および各部門方針を策定するとともに、目標・課題に対する具体的な取組施策を設定、
目標・課題に対する取組施策の進捗状況および年度経営予算の執行状況について半期に１回開催される予算会および毎月１回開催される幹部
会において報告、検討が行われ取組施策の着実な進捗管理を図っております。
５．当社グループにおける業務の適性を確保するための体制
（１）当社グループ各社については、経営の自主性を尊重しつつ当社から取締役、監査役を派遣し事業の統括的な管理ならびに会計の状況を定
常的に監督するとともに、監査役とグループ各社の監査役とは十分な連携をとりながら適切な情報交換を行っております。
（２）グループ各社の経営予算及び経営方針の進捗状況等については、毎月原則2回開催される当社経営会議、毎月1回開催される当社幹部会
に当社グループ各社の社長が出席し、グループ各社の経営予算及び経営方針の進捗状況等について報告・検討が行われ、グループ一体とな
った業務の適正性と効率性の確保に努めております。
（３）当社の内部監査室がグループ各社の内部統制監査を実施しております。
６．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）当社は「危機管理規程」を制定し、事業活動を行う過程での万が一の不測の事態に適切に対応することにより、当社の組織運営の安定と予
想される損失を可能な限り抑える体制を構築しております。
（２）業務執行に関わるリスクについては当社の各部門及びグループ各社においてリスクの分析、対応策の検討が行われております。
（３）新規事業進出や大きな投資案件などについては、当社の稟議審査会、経営会議、取締役会での審議を経て決定がなされております。
（４）当社は火薬類、塩素酸塩類などの危険物を数多く扱っており、環境・安全面で影響を与えるリスクは決して小さくはないため、品質・環境委員
会、安全衛生防災監査委員会、安全衛生防災委員会においてリスク低減活動を行っております。
７．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使用人に関する事項およびその使用人の取締役からの独立性に関す
る事項
（１）監査役会がその職務を補助するために監査役選任補助者を求めた場合は、当該使用人を配置します。配置に当たっての人選は取締役と協
議のうえ決定するものとします。
（２）監査役選任補助者は業務執行に関する他の役職を兼務しないものとし、監査役会から指揮命令を受けた監査役選任補助者は、その命令に
関して取締役からの指揮命令に優先するものとします。
（３）監査役選任補助者の人事異動、人事評価、懲戒処分については事前に監査役会の同意を得たうえで取締役会が決定することとします。
８．監査役に報告するための体制および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）取締役および使用人は、当社に著しい影響を及ぼす事実を発見したときは、直に監査役に報告をすることとします。
（２）監査役は何時でも取締役および使用人に対して、職務遂行に関して報告を求めることが出来ることとします。
（３）監査役は代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとします。
（４）監査役は内部監査室と緊密な連携を保つとともに内部監査の計画・結果等について報告を求めることとします。

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「日本カーリットグループコンブライアンス憲章」第９条【反社会的勢力に対する対決姿勢】に、つぎのとおり制定し遵守しておりま
す。
１．日本カーリットは社会秩序や安全に脅威となる反社会的な個人・団体に対し、毅然とした態度で臨みます。役員および従業員はこのような勢力
を恐れることなく毅然とした態度で臨みます。
２．組織的な対応
反社会的勢力の介入に対して役員および従業員一人ひとりを孤立させずに警察、弁護士等の支援を仰ぎつつ組織的に対応します。 



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

該当項目に関する補足説明

当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべ
きものと考えており、経営支配権の異動を通じた企業活動の活性化の意義や効果についても、何らこれを否定するものではありません。しかしな
がら、一般にも高値での売抜け等の不当な目的による企業買収の存在は否定できないところであり、そういった買収者から当社の基本理念やブ
ランド、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると認識しております。
また、株式の大量取得を目的とする買付け（または買収提案）に対しては、当該買付者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、
当該買付行為（または買収提案）が当社の企業価値および株主共同の利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識してお
ります。
現在のところ当社株式の大量買付に係る具体的な脅威が生じているわけではなく、また当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的
な取組み（いわゆる「買収防衛策」）を予め定めるものではありません。但し、当社としては、株主の皆様から付託を受けた経営者の当然の責務と
して、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と
考えられる措置を講じます。
なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や関係当局の判断・見解・世間の動向等に注視
しながら、今後も継続して検討を行ってまいります。 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――

買収防衛策の導入の有無 なし


